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■AA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ａ 

(Introductory Seminars A1a) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学におけるキリスト教学科の学びに必要な基礎知識を獲得する。 

キリスト教学では何を如何なる方法で学べるかを理解する。 

 

You will acquire the basic knowledge required for studying at the university’s Department of Christian Studies. 

You will gain an understanding of what you can learn from and how you can learn Christian studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

 

1) Using examples including the curriculum, you will learn the width and depth of the field of Christian studies. 

2) Using the research methods you learned in high school, you will each carry out research and make a presentation on a 

designated topic. Through activities such as class discussions based on such presentations, you will develop specific methods 

for exchanging views in public and gain basic knowledge of Christian studies. 

3) You will specifically and systematically learn ways to use the library, which is one of the basic facilities for studying and doing 

research at university. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 大学（キリスト教学科）での学び 

3. 図書館講習 

4. グループ作成・テーマ決定 

5. 口頭発表の仕方・レジュメの書き方 

6. 口頭発表（グループ A）と批評/討論 

7. 口頭発表（グループ B）と批評/討論 

8. 口頭発表（グループ C）と批評/討論 

9. 口頭発表（グループ D）と批評/討論 

10. 口頭発表（グループ E）と批評/討論 

11. レポートの書き方（１） 

12. レポートの書き方（２） 

13. 研究書の読み方・情報カードの作り方 

14. まとめ・総括討論 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と発表・討論への参加(60%)/授業内に指示するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ｂ 

(Introductory Seminars A1b) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学におけるキリスト教学科の学びに必要な基礎知識を獲得する。 

キリスト教学では何を如何なる方法で学べるかを理解する。 

 

You will acquire the basic knowledge required for studying at the university’s Department of Christian Studies. 

You will gain an understanding of what you can learn from and how you can learn Christian studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

 

1) Using examples including the curriculum, you will learn the width and depth of the field of Christian studies. 

2) Using the research methods you learned in high school, you will each carry out research and make a presentation on a 

designated topic. Through activities such as class discussions based on such presentations, you will develop specific methods 

for exchanging views in public and gain basic knowledge of Christian studies. 

3) You will specifically and systematically learn ways to use the library, which is one of the basic facilities for studying and doing 

research at university. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 大学（キリスト教学科）での学び 

3. 図書館講習 

4. グループ作成・テーマ決定 

5. 口頭発表の仕方・レジュメの書き方 

6. 口頭発表（グループ A）と批評/討論 

7. 口頭発表（グループ B）と批評/討論 

8. 口頭発表（グループ C）と批評/討論 

9. 口頭発表（グループ D）と批評/討論 

10. 口頭発表（グループ E）と批評/討論 

11. レポートの書き方（１） 

12. レポートの書き方（２） 

13. 研究書の読み方・情報カードの作り方 

14. まとめ・総括討論 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と発表・討論への参加(60%)/授業内に指示するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ａ 

(Introductory Seminars A2a) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

In order to establish a clear guideline regarding learning at the Department of Christian Studies, you will develop a sound 

understanding of the contents and significance of each area of research and learn specific ways to approach your future 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，グループ学習を行う。学生は研究内容に対する具体的

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

た，レポート・論文執筆のために必要な基礎知識を得る。 

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

 

2019 年 8 月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができ

る各研究領域について，各回ごとに解説を行う。 

 

We commence group study, as a first step to learn the various areas of Christian Studies. You will gain a concrete picture of 

the research content and acquire the basic knowledge thereof. Building upon the above, you will develop your interests and 

make an attempt to set a more specific research topic. You will also acquire the basic knowledge required for writing reports 

and papers. 

In classes in the second half of the course, you will each choose a research topic you wish to work on, read the literature 

related to the topic, prepare a critical summary, and submit it in the form of a short essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グループ学習 １ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 １ 

3. グループ学習 ２ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ２ 

4. グループ学習 ３ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ３ 

5. グループ学習 ４ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ４ 

6. グループ学習 ５ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ５ 

7. グループ学習 ６ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ６ 

8. グループ学習 ７ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ７ 

9. グループ学習 ８ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ８ 

10. グループ発表 Ａ 

11. グループ発表 Ｂ 

12. グループ発表 Ｃ 

13. グループ発表 Ｄ 

14. グループ発表 Ｅ 

 

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

授業時に指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ｂ 

(Introductory Seminars A2b) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

In order to establish a clear guideline regarding learning at the Department of Christian Studies, you will develop a sound 

understanding of the contents and significance of each area of research and learn specific ways to approach your future 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，グループ学習を行う。学生は研究内容に対する具体的

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

た，レポート・論文執筆のために必要な基礎知識を得る。 

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

 

2019 年 8 月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができ

る各研究領域について，各回ごとに解説を行う。 

 

We commence group study, as a first step to learn the various areas of Christian Studies. You will gain a concrete picture of 

the research content and acquire the basic knowledge thereof. Building upon the above, you will develop your interests and 

make an attempt to set a more specific research topic. You will also acquire the basic knowledge required for writing reports 

and papers. 

In classes in the second half of the course, you will each choose a research topic you wish to work on, read the literature 

related to the topic, prepare a critical summary, and submit it in the form of a short essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グループ学習 １ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 １ 

3. グループ学習 ２ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ２ 

4. グループ学習 ３ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ３ 

5. グループ学習 ４ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ４ 

6. グループ学習 ５ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ５ 

7. グループ学習 ６ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ６ 

8. グループ学習 ７ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ７ 

9. グループ学習 ８ 

２019年 8月 2 日変更（変更理由：授業形態見直しのため）【変更前の記載内容】オムニバス講義 ８ 

10. グループ発表 Ａ 

11. グループ発表 Ｂ 

12. グループ発表 Ｃ 

13. グループ発表 Ｄ 

14. グループ発表 Ｅ 

 

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

授業時に指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1a) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

In order to establish a clear guideline regarding learning at the Department of Christian Studies, you will develop a sound 

understanding of the contents and significance of each area of research and learn specific ways to approach your future 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。 

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

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

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

読解にむけて基本的な研究態度を養う。 

 

In this class, you will gain a concrete picture of the various areas of research that you can learn at the Department of Christian 

Studies and acquire the basic knowledge thereof. Building upon the above, you will develop your interests and make an attempt 

to set a more specific research topic. 

In preparation for the group research in Basic Seminar in Christian Studies A2 (fall semester class), students who share 

interests will form small groups and formulate a research plan. If you establish a concrete plan earlier, you will go on to work on 

your actual research and presentation. Attending a library seminar and learning ways to search for research material, you will 

select the academic paper that is to be the theme of your fall semester group research. Practicing such literature retrieval 

procedures, you will develop a research attitude that is fundamental to interpreting academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館講習 

3. グループ分け 

4. グループごとの研究テーマ設定 

5. 研究文献の選定と紹介 （1） 

6. 研究文献の選定と紹介 （2） 

7. グループ発表(A) 

8. グループ発表(B) 

9. グループ発表(C) 

10. グループ発表(D) 

11. グループ発表(E) 

12. レポートの書き方 

13. レポートの書き方（添削検討） 

14. 総括討論 

 

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

入門演習で学んだことを，よく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席および議論への貢献度(60%)/学期末小論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて準備する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ｂ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1b) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

In order to establish a clear guideline regarding learning at the Department of Christian Studies, you will develop a sound 

understanding of the contents and significance of each area of research and learn specific ways to approach your future 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。 

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

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

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

読解にむけて基本的な研究態度を養う。 

 

In this class, you will gain a concrete picture of the various areas of research that you can learn at the Department of Christian 

Studies and acquire the basic knowledge thereof. Building upon the above, you will develop your interests and make an attempt 

to set a more specific research topic. 

In preparation for the group research in Basic Seminar in Christian Studies A2 (fall semester class), students who share 

interests will form small groups and formulate a research plan. If you establish a concrete plan earlier, you will go on to work on 

your actual research and presentation. Attending a library seminar and learning ways to search for research material, you will 

select the academic paper that is to be the theme of your fall semester group research. Practicing such literature retrieval 

procedures, you will develop a research attitude that is fundamental to interpreting academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館講習 

3. グループ分け 

4. グループごとの研究テーマ設定 

5. 研究文献の選定と紹介 （1） 

6. 研究文献の選定と紹介 （2） 

7. グループ発表(A) 

8. グループ発表(B) 

9. グループ発表(C) 

10. グループ発表(D) 

11. グループ発表(E) 

12. レポートの書き方 

13. レポートの書き方（添削検討） 

14. 総括討論 

 

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

入門演習で学んだことを，よく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席および議論への貢献度(60%)/学期末小論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて準備する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2a) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

As a preparatory step toward the third and subsequent year seminar subjects and writing graduation papers, you will set a 

research topic and master the basic skills in paper writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

の設定、その考察方法を具体的に実践する。 

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

せ提出する。 

 

1) Consult the department’s Paper Writing Guidelines and make an attempt to carry out practical research with the aim of 

writing a paper. Each of you will choose a topic for your essay according to your interests and actually put studying methods 

into practice. 

2) You will give an interim report on your achievements, actively exchange views with others, strive to deepen your research, 

and complete and submit a mini graduation thesis at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１）―研究テーマの設定 

2. 導入（２）―論文執筆の要領 

3. 研究テーマ発表（１） 

4. 研究テーマ発表（２） 

5. 研究テーマ発表（３） 

6. 研究テーマ発表（４） 

7. 研究進捗状況の報告（１） 

8. 研究進捗状況の報告（２） 

9. 研究進捗状況の報告（３） 

10. 研究進捗状況の報告（４） 

11. 研究最終報告（１） 

12. 研究最終報告（２） 

13. 研究最終報告（３） 

14. 研究最終報告（４） 

 

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

発表・報告の事前準備（レジュメの作成等）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う発表と討論への参加(60%)/学期末に提出する論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ｂ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2b) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

As a preparatory step toward the third and subsequent year seminar subjects and writing graduation papers, you will set a 

research topic and master the basic skills in paper writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

の設定、その考察方法を具体的に実践する。 

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

せ提出する。 

 

1) Consult the department’s Paper Writing Guidelines and make an attempt to carry out practical research with the aim of 

writing a paper. Each of you will choose a topic for your essay according to your interests and actually put studying methods 

into practice. 

2) You will give an interim report on your achievements, actively exchange views with others, strive to deepen your research, 

and complete and submit a mini graduation thesis at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１）―研究テーマの設定 

2. 導入（２）―論文執筆の要領 

3. 研究テーマ発表（１） 

4. 研究テーマ発表（２） 

5. 研究テーマ発表（３） 

6. 研究テーマ発表（４） 

7. 研究進捗状況の報告（１） 

8. 研究進捗状況の報告（２） 

9. 研究進捗状況の報告（３） 

10. 研究進捗状況の報告（４） 

11. 研究最終報告（１） 

12. 研究最終報告（２） 

13. 研究最終報告（３） 

14. 研究最終報告（４） 

 

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

発表・報告の事前準備（レジュメの作成等）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う発表と討論への参加(60%)/学期末に提出する論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１ 

(Seminars A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術に関する研究の実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

This course will cover the general trends in Western Christian art, and you will learn methods for studying art history while 

gaining an understanding of the historical backgrounds and formative features of each era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋キリスト教美術の歴史について，参考文献を利用しつつ，その発展を学ぶ。 

1)担当教員が授業全体の解説と問題設定を行う。 

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

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

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

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

には一部変更の可能性がある。 

 

We will use reference literature to learn the unfolding of the history of Western Christian art. 

1) The course instructor will explain the overall picture of the class and raise an issue. 

2) The instructor will give lectures on how to appreciate works of art, referring to the art gallery exhibitions currently being held. 

3) Based on the lectures, you will each choose an individual research topic according to your interests and give a presentation 

on what you have learned through your research. As presentations will always involve using works of art, they will function as an 

opportunity for you to learn PowerPoint and other visual presentation methods. A QA sessions and discussions following each 

presentation will serve as an opportunity for all students to consider various issues involved in Christian art. Note that the 

schedule may be partially changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス，全体スケジュール確認 

2. 導入授業１ 

3. 導入授業２ 

4. 発表１，ディスカッション 

5. 発表２，ディスカッション 

6. 発表３，ディスカッション 

7. 発表４，ディスカッション 

8. 発表５，ディスカッション 

9. 発表６，ディスカッション 

10. 発表７，ディスカッション 

11. 発表８，ディスカッション 

12. 発表９，ディスカッション 

13. 発表 10，ディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

わかりやすい発表を心がける。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ２ 

(Seminars A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バルーフ・スピノザの『神学・政治論』（1670 年）と近代聖書批評 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初期近代における宗教と政治の関係についての理解を深める。とりわけ、中世社会におけるキリスト教の権力とそれを思想的に

支えていた言説に注目し、聖書の歴史批評がそれを取り崩していく様子を明らかにしたい。また、近代聖書学の誕生の背後にあ

る、政治的な状況を理解する。 

 

We will deepen our understanding of the relationship between religion and politics in the early modern era. Focusing especially 

on the power of Christianity in Medieval society and the discourses that ideologically supported it, the course will show how 

historical criticism of the Bible brought down the power. You will gain an understanding of the political situation behind the 

establishment of modern Bible studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スピノザの『神学・政治論』（1670 年）を読み、そこに現れる「啓示」「奇跡」「歴史批評」「哲学と神学」「主権」「自由」といった概念群

を当時の文脈に照らし合わせながら分析する。主に日本語訳を使用するが、ラテン語ができる参加者がいる場合は原典も参照

する。 

 

You will read Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus (1670) and analyze various concepts that appear in the work, such as 

revelation, miracle, historical criticism, philosophy and theology, sovereignty, and freedom, in the context of the era. Though we 

will mainly use Japanese translation, the original text will be consulted if there are students who can read Latin. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業の進め方について、テクストと担当者の決定 

2. 権力機構としての中世キリスト教会 

3. 啓示 1：預言 

4. 啓示 2：預言者 

5. 奇跡 

6. 歴史批評（旧約聖書） 

7. 歴史批評（新約聖書） 

8. 信条 

9. 哲学と神学 

10. 自然権 

11. 至高の権力 

12. 国家と宗教儀礼 

13. 国家と自由 

14. 総括 

 

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

週ごとの指定箇所の準備。発表担当者は、レジュメを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加状況(40%)/複数回の発表（講読担当発表、複数回の中間報告、最終発表）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スピノザ著 吉田量彦訳、2014、『神学・政治論』上、光文社 (ISBN:4334752896) 

2. スピノザ著 吉田量彦訳、2014、『神学・政治論』下、光文社 (ISBN:433475290X) 

他のテキストは決定次第コピーして配布する。 

 

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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■AA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ３ 

(Seminars A3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

法，手法を体験する。 

 

You will organize various issues surrounding contemporary society and Christianity and develop an understanding of them. 

Through debating, you will also experience ways to make research presentations and carry out discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

ジャッジは，ディベート担当グループ以外の学生が担当する。 

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

あるが，受講学生と自由に検討したい。 

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

席，参加が必須であることは言うまでもない。 

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

 

Taking into account the viewpoint of Christianity (theology), you will organize points that we should consider concerning various 

important issues contemporary society faces and deepen your understanding of them. 

You will form several groups and carry out group work that involves preparing for either arguing for or against a given topic. In 

the last phase of the seminar, we will hold a debate between groups and determine who wins. 

Students not taking part in the debate will act as judges. 

Potential themes may include “Are you for or against nuclear power plants?” “Are you for or against organ transplants based on 

a brain death determination?” and “Are you for or against revision of the Juvenile Law?” But we can think about other themes 

together. 

Since all work, including gathering material, creating a link map, and building your case, will basically be carried out in groups, it 

goes without saying that it is essential that you attend and participate in the seminar and other group work. 

Note that a lecture will be given on the connection between the chosen theme and Christianity (theology) at a separate time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計画（Course Schedule） 

オリエンテーション＋ディベートとは？ 

2. 論題・グループ決定＆グループ・ミーティング 

3. グループ準備① 

4. グループ準備② 

5. グループ準備③ 

6. グループ準備④ 

7. グループ準備⑤ 

8. グループ準備⑥ 

9. ディベート①「論題１」（肯定Ａ×否定Ｂ） 

10. ディベート②「論題２」（肯定Ｃ×否定Ｄ） 

11. グループ準備⑦ 

12. グループ準備⑧ 

13. ディベート③「論題１」（肯定Ｂ×否定Ａ） 

14. ディベート④「論題２」（肯定Ｄ×否定Ｃ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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基本的に、本授業以外に各グループ毎にサブゼミを行うことになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ４ 

(Seminars A4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書解釈への入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

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

 

Contemporary Bible research was established and has subsequently developed mainly against the historical backdrop of the 

ideas, that is, the Enlightenment and historicism in the modern West. Methodologies have become more diverse in the area of 

New Testament interpretation, especially since the 1970’s. Currently, such diverse approaches of Biblical criticism can be 

broadly classified into the following: that which focuses on the generation of texts, that which focuses on the relationship with 

the social and cultural background as a context, that which focuses on the various aspects of communication within story texts 

or via texts itself, and that which carries out self-reflection with regard to the role of Biblical criticism itself from the viewpoint 

of self-verification of interpretation. In this course, you will develop an understanding of several typical methodologies for 

contemporary Biblical criticism and are introduced to the basics of New Testament interpretation with exegetical application 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

う。 

 

After the introduction, you will make a research presentation (individually or in groups) based on your original research and 

interpretations. Then, we will hold a debate involving all students in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１ 

2. 本文批評 

3. 資料・様式・編集（その１） 

4. 資料・様式・編集（その２） 

5. 社会史的研究 

6. 社会科学批評 

7. 修辞学批評（その 1） 

8. 修辞学批評（その２） 

9. 物語批評・スピーチアクト分析（その 1） 

10. 物語批評・スピーチアクト分析（その 2） 

11. 文化研究批評（その 1） 

12. 文化研究批評（その 2） 

13. 正典批評 

14. 総合討議 

 

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

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

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(40%)/出席および討論への参加度(60%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 
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テキスト（Textbooks） 

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

キリスト教団出版局 (ISBN:9784818409385) 

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

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

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

その他、文献は非常に多いので、講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ５ 

(Seminars A5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

理解を深める。 

 

We will examine the history of Christianity in Asia, especially in Japan, and organize and gain an in-depth understanding of 

issues regarding political, social, and cultural themes that are identified in that history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

ること。 

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

 

In classes in the first half of the course, we will read through literature (in both Japanese and English) on the history of 

Christianity in Asia, especially in Japan, and identify various themes of each phase in the indigenization process of Christianity. 

In the second and subsequent classes, you will form four groups (1. History of Catholic missionary work up to the late Tokugawa 

era; 2. History of Protestant missionary work in the Meiji and Taisho eras; 3. Christianity during the war; 4. Post-war 

Christianity), introduce the literature that each group is responsible for, and raise problems based on the literature. Then, each 

of you will find a research topic according to your interest, carry out research and analysis during the semester, and make a 

presentation on your findings in the second half of the course. Throughout the course, time for discussion will be arranged after 

each presentation. We will be deciding the presentation schedule in the first class, so make sure to attend. 

You should decide which era (see above) you would like to study by the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、グループ分け、担当確認 

2. 各グループの担当文献の紹介 

3. Aグループ： 幕末までのカトリック宣教史 

4. B グループ： 明治・大正期のキリスト教 

5. C グループ： 戦時下のキリスト教 

6. D グループ： 戦後のキリスト教 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. 総括 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加状況(60%)/複数回の発表(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ６ 

(Seminars A6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史における愛をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教思想史において、これまで中心的なテーマとなってきた問題に、アガペーとエロースをめぐる問題、愛をめぐる問題群が

ある。それは星雲のごとくにそこかしこにきらめく様々な問題系から成立しており、その複雑多様なる思想展開のさまを一目のもと

に把握することは、極めて困難な作業である。とはいえ、そこへとむけて思索を出発しなければ、根本的な理解へと到達すること

は不可能である。この授業では、そうした無辺の問題系に向けてわずかなる一歩を進めるための出発点となる問題探求を行い、

また、それを共に学ぶ人々との間に共有され、ともにその道を歩みゆく同行のともがらとなる機縁となることをめざす。 

 

Issues concerning agape and eros, in other words, love, have been one of the central themes in the history of Christian ideas. 

Such issues consist of a vast range of systems of problems, and it is a Herculean task to gain a complete view of the complex 

and diverse development of the ideas involved. However, we cannot gain a fundamental understanding if we do not embark on 

this journey of contemplation. In this class, we will look for themes that will serve as a starting point for taking a step, albeit 

very small, toward such boundless systems of problems, with the aim of making it an opportunity for those learning together to 

share their ideas and become companions in the journey of contemplation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを読解して他者の思想を正確に理解しようとする態度が求められる。 

また、他者の考え方を理解することによって、自己理解を振り返る態度を養うことが求められる。 

そのために、グループディスカッション及び授業関係提出課題の相互レヴューを行う。 

それによって自分自身の考えを他者に伝え、また、他者の考えをきき、協同的に理解を深め合う態度を養うことが求められる。 

そのために、教室内では、グループディスカッションで自分自身の考えを積極的に他者に伝えることが前提となるほか、 

授業課題で各自が提出する文章は、基本的にすべて大学学習支援 Webシステムの所定の範囲内で、記名式で相互閲覧可能と

することになる。 

こうしたことを事前に承知したうえで受講することが求められる。 

 

基本的に、受講者は、各自でそれらのテキストを読解し、自ら学んだ内容を、グループディスカッションで共有しつつ、相互に学び

合うことが求められる。 

 

受講者の状況によって講読テキスト箇所や進度が調整される。 

 

You are expected to be willing to read through texts and accurately understand others’ ideas. 

You are also expected to develop an attitude of reflecting on your self-understanding through understanding others’ ideas. 

To this end, we will hold group discussions and peer review sessions for class-related assignments. 

Based on such activities, you are expected to develop an attitude whereby you convey your own thoughts to others, listen to 

others’ ideas, and deepen mutual understanding of a cooperative manner. 

Therefore, in the class, it is essential that you actively convey your ideas to others in group discussions. Furthermore, all 

assignment papers that you submit will basically be made identifiable and viewable to others within the predetermined scope of 

the university’s learning assistance web system. 

You should be aware of these before registering for the course. 

Basically, you are expected to read texts independently and share what you have learned with others in group discussions so as 

to promote mutual learning. 

Sections of the texts to be read in the class and the pace of reading will be adjusted according to the situation of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 愛の古典１ 

3. 同講読 

4. 同検討 

5. 同討議 

6. 同相互報告 
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7. 締めくくりの討議 

8. 愛の古典２ 

9. 同講読 

10. 同検討 

11. 同討議 

12. 同相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

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

予習課題、指示される課題。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題の精度(25%)/グループディスカッションでの積極性(25%)/テキスト及び考察の精度(25%)/グループ活動での協同性(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アベラール、2010、『愛の往復書簡』、岩波書店 (ISBN:9784003211922) 

『愛の往復書簡』は各自準備する。それ以外のテキストについての購入は各自の判断にゆだねる。そのほか。澤田昭夫『論文の

書き方』講談社学術文庫。アドラー『本を読む本』講談社学術文庫。プラトン『パイドロス』岩波文庫。藤沢令夫『プラトン「パイドロ

ス」註解」岩波書店。納富信留『プラトン 饗宴 100 分 de 名著』NHK 出版。アウトカ『アガペー』教文館。ド・ルージュモン『愛につ

いて 上下』平凡社ライブラリー。宮本久雄『愛の言語の誕生』新世社。宮本久雄『出会いの他者性』知泉書館。フロム『愛すると

いうこと』紀伊國屋書店。 

 

 

参考文献（Readings） 

1. Robert Stauffer. 2017. A Companion to Marguerite Porete and The Mirror of Simple Souls. Brill (ISBN:978-90-04-33856-2) 

2. Robert Aleksander Maryks. 2017. A Companion to Jesuit Mysticism. Brill (ISBN:978-90-04-34075-6) 

3. Fr. Hugh Feiss. 2017. A Companion to the Abbey of Saint Victor in Paris. Brill (ISBN:978-90-04-35169-1) 

4. Tyler Sergent. 2019. A Companion to William of Saint-Thierry. Brill (ISBN:978-90-04-39250-2) 

5. Donald Prudlo. 2019. A Companion to Heresy Inquisitions. Brill (ISBN:978-90-04-39387-5) 

6. Donald Prudlo. 2011. The Origin, Development, and Refinement of Medieval Religious Mendicancies. Brill (ISBN:978-90-04-

21064-6) 

7. Elizabeth Andersen. 2013. A Companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages. Brill 

(ISBN:978-90-04-25845-7) 

上記参考資料のほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ７ 

(Seminars A7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ヘブライ語聖書演習 

Seminar: Hebrew Bible 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヘブライ語聖書を文学作品として読む方法を学ぶ。 

 

To learn how to read the Hebrew Bible as literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回、全体を５つのグループに分け、各グループの分担する教科書の章を決定する。前半では、割り当てられた章の中に引用さ

れている文献を図書館で探し出し、その内容を予備報告としてグループごとに発表する。後半の発表・討議では、グループごとに

各章の内容を要約して発表し、全体で討論する。 

 

At the beginning, 5 groups will be made, to each of which one chapter of the text book will be allotted. In the first half of the 

term each group will find cited texts in the allotted chapter and introduce them in the class as preliminary report. In the second 

half of the term, each group will summarize the allotted chapter and all the participants will discuss the issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

2. 発表・討議の準備１(Preparation for presentation and discussion 1) 

3. 予備報告１(Preliminary Report 1) Biblical literature and the Western literary tradition 

4. 予備報告２(Preliminary Report 2) Reading biblical narratives 

5. 予備報告３(Preliminary Report 3) Reading biblical poetry 

6. 予備報告４(Preliminary Report 4) Narrative and poetry working together 

7. 予備報告５(Preliminary Report 5) Connections between texts 

8. 発表・討議の準備２(Preparation for presentation and discussion 2) 

9. 発表・討議１(Presentation and discussion 1) Biblical literature and the Western literary tradition 

10. 発表・討議２(Presentation and discussion 2) Reading biblical narratives 

11. 発表・討議３(Presentation and discussion 3) Reading biblical poetry 

12. 発表・討議４(Presentation and discussion 4) Narrative and poetry working together 

13. 発表・討議５(Presentation and discussion 5) Connections between texts 

14. 総括(Review by all the participants) 

 

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

発表担当部分のテキストを読む。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『ヘブライ語聖書(Hebrew Bible)』、日本聖書協会等(any) 

2. Tod Linafelt. 2016.  The Hebrew Bible as Literature: A Very Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:978-0-19-

530007-9) 

ヘブライ語聖書（旧約聖書）の訳は問わない。授業時に持参すること。 

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

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 

Further readings may be suggested in the classes. 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 
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■AA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ８ 

(Seminars A8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

We will pick some problems concerning bioethics that are currently being raised in our lives and that students are interested in, 

consider where those problems exist, and look into what human dignity is. Additionally, we will look into the state of being alive 

and its meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

え、また自らの生き方を考究する。 

 

Today, as various technologies are being introduced into the medical field, problems relating to bioethics are becoming a serious 

issue that we cannot avoid. In this seminar, we will choose topics that students are interested in from among problems raised 

with regard to life, grasp the status of the problems, and consider the understanding of people that underlies the problems. 

Through this work, we will think about human dignity and look into our way of life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業目的や方法の説明 

参加者が自身の問題意識を発表し、共有をはかる。 

2. グループ分け 演習でとりあげるテーマを選定する。 

参加者が自身が取り組みたいテーマを選び、グループを組む。 

3. グループ発表準備１  

グループごとに、発表テーマ・用いる資料・発表形式等の検討を行う。 

4. グループ発表準備２ 

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

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. 中間まとめ 

10. グループ発表５ 

11. グループ発表６ 

12. グループ発表７ 

13. これまでの考察のふりかえり 

14. 全体総括 まとめ 

 

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

参加者は、演習で取り組みたい問題について、事前に学びを進めておくこと。 

また、自身の問いを整理し、明確にしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ９ 

(Seminars A9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パイプオルガンの歴史、構造、音楽 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０００年間以上の歴史をもつ楽器であるパイプオルガンを理解すること。内容は楽器の構造と音の出し方、オルガンの歴史、そ

して、オルガンのために作曲された曲目と作曲者を紹介する。 

 

You will understand the pipe organ, an instrument that has a history of more than two millennia. The course will cover the 

structure of instruments and the way to make sounds, the history of the organ, and the titles and composers of tunes created 

for the organ. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義、ディスカッション、そしてパイプオルガン見学を通して、楽器の理解を深めること。コンサートと礼拝の出席によって使われて

いる楽器の役割を確認する。 

 

We will deepen our understanding of instruments through lectures, discussions, and pipe organ tours. We will attend concerts 

and services to confirm the role of instruments used in such events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義：オルガンの歴史（古代ギリシャ〜中世時代まで）、構造、音の出し方。 

2. 見学：池袋キャンパスのチャペルオルガン。 

3. 講義：ヨーロッパのルネサンス時代オルガン。 

4. 講義：バロック時代のオルガン（主にドイツとフランス） 

5. 見学：学外（教会、又はコンサートホール）のオルガンを訪れる。 

6. ディスカッション：5月 25 日行う予定の学院オルガンコンサートの曲目について話し合う。 

7. コンサート出席：学院主催オルガンコンサートの出席。 

8. 講義：ロマン派時代のオルガン、その１（主にドイツとフランス）。 

9. 見学：新座キャンパスのチャペルオルガンを訪れる。 

10. ロマン派時代のオルガン、その２（主にイギリス）。 

11. 学生プレゼンテーション 

12. 学生プレゼンテーション 

13. ディスカッション：礼拝出席後、オルガンと現代日本キリスト教との関係を考える。 

14. コンサート出席：大学主催ランチタイムオルガンコンサートに出席する。 

 

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

配布されたプリントを読む、課題音源を聞く。礼拝（１回）、コンサート（２回）に出席する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/レポート１(15%)/レポート２(15%)/オルガンリサイタル出席後のレポート(20%)/授業中のディスカションの

参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA201／フィールドワーク Ａ１ 

(Field Work A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テオリアからプラクシスへ―旅する人間 HOMO VIATOR― 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自のテオリア的求道を、他者との交わり・コムニカチオンをひらくディア・ロゴス的プラクシスへと循環させることを、他者との出

会いの場・アゴラ・現場に自身の身を置くことによって探求・習得する。とりわけ「旅する人間」という観点から、旅という現場性にも

着目して、自己理解他者理解を深めることを目指す。 

 

You will explore and learn how to circulate your individual journey of contemplation to dialogic praxes that bring about 

interaction and communication with others, by placing yourself in setting for meeting others, agorae, or places for practice. The 

aim is for you to deepen understanding of yourself and others particularly from the perspective of homo viator, focusing on the 

actualities of travel (i.e., travel provides opportunities for direct experience). 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自は自己自身に向きかえり自身の問題意識・問題関心を徹底的に深めることが求められる。それと同時に、そこから浮

かび上がってくる問題理解に即して、一定のテーマを準備し、それを他者との交わり・コムニカチオンに向けて、他者と出会う現

場・アゴラにもちこむ。そのための手がかりとして、ひとつには、哲学対話、哲学カフェという実践現場に焦点を当てる。さらに「旅

する人間」という問題理解にもとづいて、旅という現場性、場所性についての理解を深めつつ、そこから、自己理解、他者理解の

探究を進める。したがって、各自は自らのテーマを深めるにあたって、哲学対話、哲学カフェ、そして、旅を通じて、自らの問いを

身をもって探求することが求められる。こうしたテオリアとプラクシスの循環―同時にそれはコムニカチオンをひらく―に繰り返し身

を置く実際の経験を踏まえて、それを分かち合い、他の参加者と共に話し合いを行う。  

 

You are required to reflect on yourselves and work on thoroughly deepening your awareness of problems as well as interests. At 

the same time, based on your understanding of problems arising therefrom, you will prepare a certain theme and present it in a 

setting for meeting others or agora for interaction and communication with them. In order to gain a clue as to the above, one 

thing we will do is focus on places involving actual practice, such as philosophical dialogue and philosophy cafes. Furthermore, 

based on the understanding of the problem of homo viator, you will deepen understanding of the actualities and placeness of 

travel(1) and thereby further explore the understanding of yourself and others. Note (1): placeness of travel means experience 

in your travel is inherent to places you visit. Therefore, in deepening your individual themes, you are required to personally 

explore your questions through philosophical dialogue, philosophy cafes, and travel. Based on the direct experience of 

repeatedly placing yourself in the cycle of contemplation and praxis, which in turn opens the way to communication, you will 

share your ideas and discuss matters with other participants.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事前学習（各自の問題意識について） 

3. 事前学習（哲学対話、哲学カフェ、について） 

4. 事前学習（フィールドワークへの準備・報告） 

5. フィールドワーク（実践） 

6. フィールドワーク（実践） 

7. 中間報告 

8. フィールドワーク（実践） 

9. フィールドワーク（実践） 

10. 中間報告 

11. 事後学習（テーマの深化） 

12. 事後学習（テオリアからプラクシスへ） 

13. 事後学習（コムニカチオン） 

14. まとめ 

 

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

指定された事前事後学習の準備。 
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現場への参加とそれに対する十分な準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前事後学習(40%)/現場での実践(30%)/最終報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. つげ義春、2009、『つげ義春コレクション 大場電気鍍金工業所/やもり』、筑摩書房 (ISBN:978-4480425423) 

2. つげ義春、2009、『つげ義春コレクション 近所の景色/無能の人』、筑摩書房 (ISBN:978-4480425447) 

3. つげ義春、1995、『新版 貧困旅行記』、新潮社 (ISBN:978-4101328126) 

4. つげ義春、2009、『つげ義春コレクション 苦節十年記/旅籠の思い出』、筑摩書房 (ISBN:978-4480425461) 

5. つげ義春、2009、『つげ義春コレクション 紅い花/やなぎ屋主人』、筑摩書房 (ISBN:978-4480425454) 

購入は各自の判断による。ただし履修登録を決める際には、哲学集団Σ『もう、あなたも『哲学』したら?』文園社 2014 年も含めて、

かならず図書館などで事前に目を通しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井伏鱒二、1987、『荻窪風土記』、新潮社 (ISBN:978-4101034089) 

2. 織田作之助、2013、『夫婦善哉 正続』、岩波書店 (ISBN:978-4003118528) 

3. 井伏鱒二、1948、『山椒魚』、新潮社 (ISBN:978-4101034027) 

4. 野坂昭如、1972、『アメリカひじき・火垂るの墓』、新潮社 (ISBN:978-4101112039) 

以上の文献も、「旅する人間 Homo viator」概念をめぐって、また、旅と人間理解に関する共通テキストとして事前事後学習の資料

とする可能性があるので、目を通しておくこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最初の打ち合わせについては Blackboardで連絡する。 

事前事後学修、中間報告のスケジュールはそこで相談する。 

（科目の性格上、時間割上の曜日時限・教室に限定されず、必要に応じて行い、現場で行うこともあることを事前に了解しておくこ

と。） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA211／キリスト教学原典講読１ 

(Advanced Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文神学書の講読入門 

担当者名 

（Instructor） 
市原 信太郎(ICHIHARA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ついて基礎的知識を得る。 

 

You will develop the capability to utilize foreign literature for theological research and acquire the basic knowledge about 

Christian service through carefully reading through fundamental theological texts written in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝に関する，英文の初歩的な神学書の講読。 

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

容を報告していく。 

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

 

Reading elementary theological texts written in English relating to Christian service. 

After practicing the basics of academic reading, including ways to read books and create summaries, using supplementary 

materials, you will give a presentation on your assigned section of the book. 

In each lesson, you will not only be required to submit assignments but also read through other sections and give a brief report 

about your views on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介、授業内容の説明、英語力の簡単な確認 

2. 基礎事項：英文の読み方、レジュメの書き方、キリスト教礼拝の基礎知識 

3. 文献講読 (1) 

4. 文献講読 (2) 

5. 文献講読 (3) 

6. 文献講読 (4) 

7. 文献講読 (5) 

8. 文献講読 (6) 

9. 文献講読 (7) 

10. 文献講読 (8) 

11. 文献講読 (9) 

12. 文献講読 (10) 

13. 文献講読 (11) 

14. 文献講読 (12) 

 

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

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

チャペルその他におけるキリスト教礼拝への参加経験が強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラスでの発表ならびにレジュメ提出(60%)/出席と予習課題(40%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時(2 回目を予定)に必要箇所を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard 上にて適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA212／キリスト教学原典講読２ 

(Advanced Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
米国の「人工妊娠中絶論争」をめぐるキリスト教倫理的考察 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国カリフォルニア州立大学の Anne Eggebroten が編集執筆した、"Abortion: My Choice, God's Grace : Christian Women Tell 
Their Stories. Hope Publishing House. Kindle 版. "を講読しながら、キリスト教倫理学の古典的課題である「人工妊娠中絶の是

非」について考える。   

 

Reading through “Abortion: My Choice, God’s Grace: Christian Women Tell Their Stories. Hope Publishing House. Kindle Edition” 

by Anne Eggebroten of California State University, we will consider one of the classic issues of Christian ethics, “Is abortion 

right or wrong?”   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

You will carefully read through your assigned section of a text and give a presentation and raise a topic; then, all participants 

will engage in a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 米国の人口妊娠中絶論争（Pro-Life vs. Pro-Choice） 

2. 精読と考察  担当者による発表と討議   Heidi Vanderhorn, "The baby I could not give away" 

3. 精読と考察  担当者による発表と討議   Barbara Hernandez, "That Terrible Night," 

4. 精読と考察  担当者による発表と討議   Wanda Payne, "Abortion: Then & Now," 

5. 精読と考察  担当者による発表と討議   Christine Wilson, "From Guilt to Grace" 

6. 精読と考察  担当者による発表と討議   Katherine Emery, "Mother of Two−Not Four" 

7. 精読と考察  担当者による発表と討議   Elise Randall, "Cracking Up−Or Coping" 

8. 精読と考察  担当者による発表と討議   Claudia Davis, "A Pastor's Wife Faces Truth" 

9. 精読と考察  担当者による発表と討議   Jo McIntosh, "Pressure To Be Perfect" 

10. 精読と考察  担当者による発表と討議   Joyce Owens, "Obeying My Husband" 

11. 精読と考察  担当者による発表と討議   Bonnie Moser, "Trying Freedom, Finding Myself" 

12. 精読と考察  担当者による発表と討議   Terri Myers, "Hepatitis, Anorexia−and Pregnancy?" 

13. 精読と考察  担当者による発表と討議   Lucine Gadoorian, "Our Pain Becomes Our Power" 

14. 精読と考察  担当者による発表と討議   Angela Alvarez, "Of Toddlers and Twins" 

 

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

各自の責任であらかじめテキストを入手し、精読しておくこと。タブレット等にダウンロードして毎回クラスに持参する（テキストのコ

ピー配布はしない）。テキストは紙媒体でも入手可能だが、Kindle 版（789 円）をお勧めする。発表担当者は、それぞれ出席人数

分のレジュメを作成しておき、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

単位取得のためには、全 14 回中 10 回以上の出席が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anne Eggebroten, editor.. 1994. Abortion: My Choice, God's Grace : Christian Women Tell Their Stories. New Paradigm Books, 

California, (ISBN:0-932727-69-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Paul T. Stallsworth, editor,. 1997. The Right Choice, Pro-Life sermons. Abingdon Press, Nashville, (ISBN:0-687-05079-0) 

 

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

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA213／キリスト教学原典講読３ 

(Advanced Reading on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本キリスト教史の代表的文章を文語体で読解する力を高める。 

 

You will enhance your capabilities in comprehending representative texts in literary style on the history of Christianity in 

modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

We will go over literary-style grammar, read aloud texts selected from the Anthology of Famous Works on Christianity in Modern 

Japan, Collection of Christian Newspapers in Modern Japan, translate them into colloquial style, and discuss the background to 

and significance of the literature. All students will participate in the reading-aloud session held in each class, while translation 

into colloquial style will be done by groups. We will further deepen our understanding of the texts through class-wide 

discussions held after group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，役割分担の決定 

2. 文献の背景紹介 

3. 講読・研究発表 

4. 講読・研究発表 

5. 講読・研究発表 

6. 講読・研究発表 

7. 講読・研究発表 

8. 講読・研究発表 

9. 講読・研究発表 

10. 講読・研究発表 

11. 講読・研究発表 

12. 講読・研究発表 

13. 講読・研究発表 

14. 総括 

 

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

各自に与えられた資料から、各自の興味に沿って、授業内に紹介するテキストを選定し、精読して、必要に応じて単語の読み・意

味内容や文法事項について調べておくこと。テキストの歴史的背景について調べ、その文脈における意義を考えるための関連事

項の説明を含めた配布資料（出席人数分）を準備し、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加(60%)/講読・研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自で選定を行う資料集のコピーが初回授業にデジタル媒体で提供される。履修者は資料集を受け取るために USB メモリを持

参する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

その他の参考文献は必要に応じて提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA214／キリスト教学原典講読４ 

(Advanced Reading on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイケル・カミーユ著『ゴシック美術―栄光のヴィジョン―』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

2019 年 6 月 24 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：高木真喜子(TAKAGI MAKIKO)→大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

以上の理由により、授業の目標、内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、

成績評価・基準、テキスト、参考文献についても以下の内容に変更する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、英語原典を的確に訳し、内容を理解できるようになることです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、Michael Camille, Gothic Art. Glorious Visions （London 1996）の講読を通じて、英文とキリスト教美術について学

ぶ。著者マイケル・カミーユ（1958-2002 年）は、英国に生まれ、シカゴ大学で教鞭をとった美術史家であり、その短い人生におい

て中世美術の見方に新たな目、新たな展望（ヴィジョン）をあたえた研究者として知られる。彼の著作のなかでも、欧米で多くの読

者を獲得したゴシック美術の入門書として名高いものが本書である。もとより本書は単なる解説書ではなく、一たび読み進めれ

ば、古い時代の芸術作品が現代の我われの前に生きいきと現れてくるような、知的テキスト（全 5章、全 15 節）である。英文とし

て決して難解な文体ではないものの、美術、歴史、文化、文学、宗教、思想に関する知識を本書は前提としている。したがって授

業の進め方としては、初回以後テキストの予習を必須とし、講師が適宜内容を説明しながら、講読してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. INTRODUCTION: New Ways of Seeing Gothic Art  

1. The Gothic Look (pp.9-15) 

2. INTRODUCTION: New Ways of Seeing Gothic Art  

2. Modes of Vision (pp.16-21) 

3. Seeing and Knowing (pp.21-25) 

3. Ch.1. New Visions of Space  

1. The Heavenly Jerusalem (pp.27-40) 

4. Ch.1. New Visions of Space  

2. Celestial Light (pp.41-57) 

5. Ch.1. New Visions of Space  

3. Earthly Vistas (pp.57-69) 

6. Ch.2. New Visions of Time 

1. Time Past (pp.73-88) 

2. Time Future (pp.88-92) 

7. Ch.2. New Visions of Time 

3. Time Present (pp.92-99) 

8. Ch.3. New Visions of God  

1. Public Visions (pp.103-115) 

9. Ch.3. New Visions of God 

2. Private Visions (pp.115-120) 

3. Mystical Visions (pp.120-131) 

10. Ch.4. New Visions of Nature 

1. Flowers and Gardens (pp.133-143) 

11. Ch.4. New Visions of Nature 

2. Beasts and Birds (pp.143-150) 

3. Bodies and Borders (pp.151-161) 

12. Ch.5. New Visions of the Self 

1. Portraits and Performers (pp.163-167) 

2. Mirrors and Lovers (pp.167-173) 

13. Ch.5. New Visions of the Self 

3. Artists and Viewers (pp.173-183) 
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14. まとめ 

 

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

履修者には、予め英語テキストを読み、文章的・内容的に不明な箇所を洗いだしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(40%)/授業と課題に対する姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

授業中に私語をかわす者、惰眠をむさぼる者、スマホゲームに興じる者、興味のない者の出席を禁じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michael Camille. 1996. Gothic Art. Glorious Visions. Laurence King Publishing Limited (ISBN:0-13-183060-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA215／キリスト教学原典講読５ 

(Advanced Reading on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパにおける宗教 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語文献の講読を通じて、ヨーロッパという地域における宗教の展開に関する基本的知識を獲得する。 

 

We will acquire basic knowledge of the development of religion in Europe through reading German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ各地域における宗教の展開についてのドイツ語の文献講読を行う。その際に、必要に応じて補助的に邦語文献の講読

も行う。 

 

We will read German literature on the development of religion in the various regions of Europe. As necessary, we will read 

Japanese literature as supplementary material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 導入：宗教とは 

3. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 1（原典講読） 

4. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 2（原典講読） 

5. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 3（原典講読） 

6. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 4（原典講読） 

7. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 5（原典講読） 

8. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 6（原典講読） 

9. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 1（原典講読） 

10. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 2（原典講読） 

11. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 3（原典講読） 

12. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 4（原典講読） 

13. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 5（原典講読） 

14. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 6（原典講読）、まとめ 

 

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

毎回の講読テキストを予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加、取り組み方(50%)/授業内で指示する複数回の提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読テキストは、授業において配布する。 

 

参考文献（Readings） 

Christoph Auffarth, Jutta Bernard, Hubert Mohr (hrsg.), Metzler Lexikon Religion: Gegenwart, Alltag, Medien (J.B. Metzler, 2005) 

その他の文献は、授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講する者は、ドイツ語基礎文法を習得していることを前提とする。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA216／ヘブライ語原典講読 

(Advanced Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

旧約聖書を原語で読む 

Reading the Hebrew Bible in Hebrew 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康（IIGO TOMOYASU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧約聖書中の物語を辞書を使いながら原語で読めるようになる。 

 

To be able to read biblical stories in Hebrew, using dictionaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書中のサムエル記下に収められたバト・シェバ物語（サムエル記下 11 章～12 章）を原語で読む。履修者がヘブライ語の

テキストを音読し、それを日本語または英語に翻訳する。必要に応じて、テキスト中の語句の文法的説明を行う。 

 

We will read the story of Bathsheba (2 Samuel 11-12) in the Second Book of Samuel from the Hebrew Bible in Hebrew. 

Participants are requested to read the Hebrew text aloud and translate it either into Japanese or into English. When necessary, 

participants are required to grammatically explain the words and phrases in the text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. サムエル記下 11 章 1～5 節(2 Samuel 11:1-5) 

3. サムエル記下 11 章 6～10 節(2 Samuel 11:6-10) 

4. サムエル記下 11 章 11～15 節(2 Samuel 11:11-15) 

5. サムエル記下 11 章 16～20 節(2 Samuel 11:16-20) 

6. サムエル記下 11 章 21～25 節(2 Samuel 11:21-25) 

7. サムエル記下 11 章 26～27 節(2 Samuel 11:26-27) 

8. 中間テスト(Midterm Test) 

9. サムエル記下 12 章 1～5 節(2 Samuel 12:1-5) 

10. サムエル記下 12 章 6～10 節(2 Samuel 12:6-10) 

11. サムエル記下 12 章 11～15 節(2 Samuel 12:11-15) 

12. サムエル記下 12 章 16～20 節(2 Samuel 12:16-20) 

13. サムエル記下 12 章 21～25 節(2 Samuel 12:21-25) 

14. 最終テスト(Final Test) 

 

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

履修者には辞書（必要であれば文法書とコンコーダンスも）を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられ

る。中間テスト・最終テストに備えて、読んだテキストを復習する。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries and when necessary grammar 

books and concordances. Participants are required to review the texts read in the class in order to prepare for the midterm and 

final tests. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/授業の準備(Preparation for Class)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:3438052229) 

2. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法改訂版』、青山社 (ISBN:4883593207) 

旧約聖書を原語で読むので、ヘブライ語 1・2 もしくはそれに相応する文法の知識を前提とする。ヘブライ語中級講読を履修して

いることが望ましい。講読に必要なヘブライ語文法の未修者への対応はしない。 

Biblica Hebraica は毎回持参すること。 

The class is designated for the students who took the courses "Biblical Hebrew 1 and 2", and preferably also "Intermediate 

Reading in Hebrew". 

Bring Biblia Hebraica to every class. 
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参考文献（Readings） 

1. 山田恵子、2012、『ニューエクスプレス 古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:4560086079) 

2. T. O. Lambdin. 1973. Introduction to Biblical Hebrew. Darton Longman and Todd (ISBN:0232513694) 

3. W. L. Holladay. 1972. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Based upon the Lexical Work of Ludwig 
Koehler and Walter Baumgartner. Eerdmans (ISBN:0802834132) 

4. F. Brown et al.. 1996. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the Biblical 
Aramaic : Coded With the Numbering System from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Hendrickson 

(ISBN:1565632060) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

The course would be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA217／ギリシア語原典講読 

(Advanced Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プラトーン『イオーン』講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学んだ人が、原典を自分で読む能力を養う（参加者は「ギリシア語１」および「ギリシア語２」を履修

済みであるか、同等の内容を習得済みであることが望ましい）。また、古典期アテーナイを中心に古代ギリシアの文化について理

解を深めること、英語で書かれた辞書・文法書・注釈書の取り扱いに慣れること、本文校訂の問題について初歩的な知識を学ぶ

ことなども目指す。 

 

Students who have learned the basics of ancient Greek grammar will develop their ability to read original texts (Participants 

should preferably have taken Greek 1 and Greek 2, or have attained a similar level of proficiency in Greek). Further goals include 

deepening your understanding of ancient Greek culture, especially that of classical age Athens, getting used to handling 

dictionaries, grammar books, and commentaries in English, and gaining elementary knowledge of the problems of textual 

criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

辞書・文法書・注釈書を用いてプラトーン『イオーン』を原典で講読する。講読に際してはギリシア語を文法的に正確に読解するこ

とを最も重視する。同時に、この対話の主題である、詩人の才能や詩の役割についての古代ギリシアにおける見方についても議

論する。 

 

Using dictionaries, grammar books, and commentaries, we will read Plato’s Ion in the original. When reading the text, we will 

attach the great importance to grammatically correct interpretation. We will also discuss the views that the ancient Greeks had 

on poetic talent and the role of poetry, which is the theme of this dialogue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1 

3. 原典講読 2 

4. 原典講読 3 

5. 原典講読 4 

6. 原典講読 5 

7. 原典講読 6 

8. 原典講読 7 

9. 原典講読 8 

10. 原典講読 9 

11. 原典講読 10 

12. 原典講読 11 

13. 原典講読 12 

14. 原典講読 13 

 

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

授業で扱う箇所のギリシア語を辞書・文法書を用いてあらかじめ読み、注釈書に目を通したうえで翻訳する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解（授業における翻訳の発表）(60%)/授業中の発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Murray (ed.). 1996. Plato on poetry : Ion, Republic 376e-398b9, Republic 595-608b10. Cambridge University Press 



 - 46 - 

(ISBN:9780521349819) 

2. A. Rijksbaron (ed.). 2007. Plato Ion or: On the Iliad. Brill (ISBN:9789004163218) 

3. H. G. Liddell, R. Scott (eds.). 1889. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford University Press (ISBN:9780199102068) 

4. H. W. Smyth, rev. by G. M. Messing. 1956. Greek Grammar. Harvard University Press (ISBN:9780674362505) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA218／ラテン語原典講読 

(Advanced Reading in Latin) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語のテキストについて、文法構造を理解した上で訳すことが出来るようになることを目指す。 

 

The aim is for you to become able to translate Latin texts, based on an understanding of grammatical structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、事前に決めた担当者に文法解析及び訳をしてもらい、担当教員が必要に応じて文法事項の復習や補足を行う。 

 

テキストはカエサル、キケロー、オウィディウス、ティトゥス・リウィウス、セネカ、アウグスティヌス、ボエティウス、アルクィヌス、クレ

ルヴォーのベルナルドゥス、アルベルトゥス・マグヌス、トマス・アクィナス、ヤコブス・ヴォラギネなどの著作から、二つないし三つ

程度を受講者の習熟度や希望に応じて選択する。 

 

受講にあたっては初級文法を一通り学んでいることが望ましいが、独学などである程度の文法知識があれば受講可能である。 

 

In the class, preassigned students will provide a grammatical analysis and translation of the designated section, and, as 

necessary, the course instructor will give review and supplementary explanation on grammatical matters. 

Out of texts written by the following authors, two or three of them will be chosen according to your proficiency levels and 

requests: Caesar, Cicero, Ovid, Livy, Seneca, Augustine, Boethius, Alcuin, Bernard of Clairvaux, Albertus Magnus, Thomas 

Aquinas, Jacobus da Varagine, and others. 

Although it is desirable that you have learned basic Latin grammar before taking the course, you can take the course if you 

have studied by yourself and acquired a certain level of grammatical knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 原典購読（1） 

3. 原典購読（2） 

4. 原典購読（3） 

5. 原典購読（4） 

6. 原典購読（5） 

7. 原典購読（6） 

8. 原典購読（7） 

9. 原典購読（8） 

10. 原典購読（9） 

11. 原典購読（10） 

12. 原典購読（11） 

13. 原典購読（12） 

14. 原典購読（13） 

 

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

指定された担当者は事前に文法解析及び訳を行っておく必要があるが、担当者以外も事前に予習しておくことが望ましい。 

授業後には担当箇所かどうかにかかわらず、その授業で扱った範囲を後で見返したときに理解出来るようなかたちでまとめてお

くことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/授業参加状況、参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. P.G.W. Glare. 2012. Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press (ISBN:978-0199580316) 

4. Albertus Magnus. 1993. De causis et processu universitatis a prima causa. Aschendorff (ISBN:978-3-402-03020-2) 

5. Albertus Magnus. 2008. De homine. Aschendorff (ISBN:978-3-402-10106-3) 

6. Albertus Magnus. 2015. Super I Librum Sententiarum Distinctiones. Aschendorff (ISBN:978-3-402-10115-5) 

7. Albertus Magnus. 1993. Super Dionysium De caelesti hierarchia. Aschendorff (ISBN:978-3-402-04740-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA221／キリスト教学中級講読１ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

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

じてｰｰ 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 正樹(SAITO MASAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

ズムの時代の宗教の特徴を把握する。 

 

How did religion emerge in the modern world and how did it change? In this class, we will read literature concerning German 

social history and religion and, through understanding the relationship between religion and nationalism in Germany at the turn 

of the 19th and 20th centuries, grasp the features of religion in the era of globalization and nationalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

基に議論し、互いの知識や認識を再確認し、共有する。 

 

Photocopies of German literature will be provided. We will carefully read and translate the texts together. At the end of each 

class, we will hold a discussion based on the knowledge gained in the class and confirm and share each other’s knowledge and 

understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容と進め方の説明、一部資料の配付） 

2. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (1) 

3. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (2) 

4. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (3) 

5. 近代グローバル史における宗教 (1) 

6. 近代グローバル史における宗教 (2) 

7. 近代グローバル史における宗教 (3) 

8. 近代グローバル史における宗教 (4) 

9. 近代グローバル史における宗教 (5) 

10. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (1) 

11. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (2) 

12. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (3) 

13. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (4) 

14. 現代社会における民族主義と宗教（最終ディスカッション） 

 

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

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

所を訳して授業に臨むことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間中の課題の遂行とその取り組み方(50%)/授業内で指示する複数回の提出物(50%) 

詳しくは初回のオリエンテーションで説明いたします。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

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

 

参考文献（Readings） 

1. Benjamin Ziemann. 2009. Sozialgeschichte der Religion. Von der Reformation bis zur Gegenwart. Campus Verlag (ISBN:978-
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3593389165) 

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

3. C.A.ベイリ、平田他訳、2018、『近代世界の誕生 下』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0930-0) 

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

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

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

照しつつ、積極的に授業に取り組んでもらいたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA222／キリスト教学中級講読２ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Rethinking Secularism 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の講読を通して、宗教学の分析方法を習得する。またポスト世俗化についての近年の議論の理解を深める。 

 

We will learn analysis methods for religious studies through reading English literature. We will deepen our understanding of 

recent debates concerning post-secularism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代における宗教の必然的な衰退を主張した世俗化論は、近年、カサノヴァやアサドら多くの論者によって批判されている。ポス

ト世俗化論とも呼ばれるこうした主張は、世俗化論者であったテイラーなどにも影響を及ぼし、立場の再考を促してきた。また、ポ

スト世俗化論がアジアという文脈においてどのような展開をみせうるのかについても少しづつ研究が進められている。本講読で

は、こうした世俗化・ポスト世俗化についての議論を包括的に理解するために、カサノヴァやアサドやテイラーらも参加した論集

（Calhoun, 2011）のなかから主要な論文を選び、それらを訳しつつ読み解いていく。ただし、文献は履修者のレベルに応じて変更

する可能性もある。 

 

Secularism emphasized the inevitable decline of religion in the modern era, but in recent years, it has been criticized by 

numerous critics such as Casanova and Asad. Such criticism, which may be called post-secularism, has had an impact on 

secularism advocates such as Taylor and caused them to reconsider their views. Research on how post-secularism may 

develop in the context of Asia is gradually advancing. In this reading course, in order to gain a comprehensive understanding of 

the argument over secularism and post-secularism, we will choose some major papers from the article collection (Calhoun, 

2011), in which Casanova, Asad, and Taylor participated, and translate and interpret them. However, note that the literature may 

be changed depending on students’ capabilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業の進め方について、テクストと担当者の決定 

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） 

週ごとのリーディングアサインメントは、必ず読み、議論に参加できるように準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

Craig Calhoun et al. eds. _Rethinking Secularism_ (Oxford: Oxford University Press, 2011). 

論文は教員が準備する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA223／キリスト教学中級講読３ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア語文献の購読 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜（FUKADA MARIA） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

We will read Italian literature on Christian art, deepen our technical knowledge, and develop the ability to read and comprehend 

the literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

We will read Italian literature, reviewing beginner and intermediate level grammar. The aim is for you to read and understand 

texts relating to Christian art in medieval and early modern Italy. In the first class, after talks with students who are to 

participate in the course, a text will be chosen according to their area of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス、全体スケジュールの確認 

2. イタリア語基礎文法の確認１と講読 

3. イタリア語基礎文法の確認２と講読 

4. イタリア語基礎文法の確認３と講読 

5. イタリア語基礎文法の確認４と講読 

6. イタリア語基礎文法の確認５と講読 

7. 課題テキスト講読１ 

8. 課題テキスト講読２ 

9. 課題テキスト講読３ 

10. 課題テキスト講読４ 

11. 課題テキスト講読５ 

12. 課題テキスト講読６ 

13. 課題テキスト講読７ 

14. まとめ 

 

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

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

他の美術作品についても理解を深めておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

購読テキストのコピーを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

イタリア初級文法を修得済みの学生による履修が望ましい｡ 
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注意事項（Notice） 
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■AA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA224／ヘブライ語中級講読 

(Intermediate Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘブライ語の「中級」を定義する 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

We will define the difference between beginner and intermediate level Hebrew grammar and attain the level of intermediate. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

法の段階に進む。 

 

Cited below is a Hebrew proverb. “The Torah speaks in a language all people speak.” Can you write this proverb in Hebrew 

letters and grammatically explain all the words? This is one criterion that separates the beginner level and intermediate level. 

We will carefully review elementary level grammar in detail and then advance to the intermediate level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 「初級文法」定義 

3. 「中級文法」仮定 

4. 「中級文法」例題 

5. 「中級文法」質疑応答 

6. 「中級文法」質疑応答 

7. 「中級文法」質疑応答 

8. 「中級文法」質疑応答 

9. 「中級文法」質疑応答 

10. 「中級文法」質疑応答 

11. 「中級文法」質疑応答 

12. 「中級文法」質疑応答 

13. 「中級文法」質疑応答 

14. 「中級文法」定義 

 

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

質疑応答により、授業を構成する。つねに疑問を用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA225／ギリシア語中級講読 

(Intermediate Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典ギリシア語原典抜粋の講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初級文法を一通り学び終えた人が、文法知識を定着させ、辞書・文法書などを使用して自ら原典を講読する力

を養うことを目標とする（参加者は「ギリシア語１」および「ギリシア語２」を履修済みであるか、同等の内容を習得済みであること

が望ましい）。 

 

The goal is for students who have gained passable knowledge of ancient Greek grammar to deepen their knowledge to the 

extent that they can read original texts using dictionaries and grammar books (Participants should preferably have taken Greek 

1 and Greek 2, or have attained a similar level of proficiency in Greek). 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典ギリシア語の文章（弁論、歴史、哲学、劇などの諸ジャンルの著作のうち、平易なものからの抜粋）を、辞書・文法書を用いて

講読する。並行して、初等文法の復習・定着のために簡単なギリシア語作文を行う。 

 

We will read ancient Greek texts (elementary texts that will be chosen from among works from various genres including oratory, 

history, philosophy, theater) using dictionaries and grammar books. We will also write simple Greek compositions in order to 

review and master beginner level grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1・文法の復習 1 

3. 原典講読 2・文法の復習 2 

4. 原典講読 3・文法の復習 3 

5. 原典講読 4・文法の復習 4 

6. 原典講読 5・文法の復習 5 

7. 原典講読 6・文法の復習 6 

8. 原典講読 7・文法の復習 7 

9. 原典講読 8・文法の復習 8 

10. 原典講読 9・文法の復習 9 

11. 原典講読 10・文法の復習 10 

12. 原典講読 11・文法の復習 11 

13. 原典講読 12・文法の復習 12 

14. 試験 

 

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

講読に関しては、毎回あらかじめ自分で読解を行う。初等文法の復習に関しては、毎回課されるギリシア語作文を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解（授業における翻訳）(40%)/課題(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. H. G. Liddell, R. Scott (eds.). 1889. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford University Press (ISBN:9780199102068) 

2. H. W. Smyth, rev. by G. M. Messing. 1956. Greek Grammar. Harvard University Press (ISBN:9780674362505) 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA226／ラテン語中級講読 

(Intermediate Reading in Latin) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語のテキストについて、文法構造を理解した上で訳すことが出来るようになることを目指す。 

 

The aim is for you to become able to translate Latin texts, based on an understanding of grammatical structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較的平易なラテン語テキストを読んでいく。授業では、事前に決めた担当者に文法解析及び訳をしてもらい、担当教員が必要

に応じて文法事項の復習や補足を行う。 

 

テキストは初学者向けの神話や寓話、カエサル『ガリア戦記』、ネポス『英雄伝』、リウィウス『ローマ建国史』などの中から、受講

者の習熟度や希望に応じて選択する。 

 

受講にあたっては初級文法を一通り学んでいることが望ましいが、独学などである程度の文法知識があれば受講可能である。 

 

We will read relatively simple Latin texts. In the class, preassigned students will provide a grammatical analysis and translation 

of the designated section, and, as necessary, the course instructor will give review and supplementary explanation on 

grammatical matters. 

Texts will be chosen from among myths and fables for beginners, Caesar’s Commentarii de Bello Gallico, Nepos’ De Viris 

Illustribus, Livy’s Ab Urbe Condita, according to your proficiency level and requests. 

Although it is desirable that you have learned basic Latin grammar before taking the course, you can take the course if you 

have studied by yourself and acquired a certain level of grammatical knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト購読（1） 

3. テキスト購読（2） 

4. テキスト購読（3） 

5. テキスト購読（4） 

6. テキスト購読（5） 

7. テキスト購読（6） 

8. テキスト購読（7） 

9. テキスト購読（8） 

10. テキスト購読（9） 

11. テキスト購読（10） 

12. テキスト購読（11） 

13. テキスト購読（12） 

14. テキスト購読（13） 

 

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

指定された担当者は事前に文法解析及び訳を行っておく必要があるが、担当者以外も事前に予習しておくことが望ましい。 

授業後には担当箇所かどうかにかかわらず、その授業で扱った範囲を後で見返したときに理解出来るようなかたちでまとめてお

くことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/授業参加状況、参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. P.G.W. Glare. 2012. Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press (ISBN:978-0199580316) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA351／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 1 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

教成立の背景について理解を深める。 

 

We will gain the basic knowledge about the Hebrew Bible and, through learning various core messages it contains, deepen our 

understanding of the situation behind Christianity’s establishment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教で従来『旧約聖書』と呼ばれてきた『ヘブライ語聖書』の構成と概要について学び、基本的用語や特徴的思想などの基

本的知識について学ぶ。毎回の授業後に Blackboard 上で記述式小テストを行い、基本的用語や要点についての理解度を確認

するとともに、追加の資料を読み、授業内容を踏まえた発展的学習にも取り組む。 

 

We will learn the structure and outline of the Hebrew Bible, conventionally known as the Old Testament in Christianity, and 

acquire the basic knowledge of its basic terms and characteristic ideas. You will have a quiz written on Blackboard after each 

class to check your level of understanding of basic terms and main points. Furthermore, we will read additional sources and 

engage in advanced learning based on what we have covered in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. 律法 1（The Torah 1） 

3. 律法 2（The Torah 2） 

4. 律法 3（The Torah 3） 

5. 律法 4（The Torah 4） 

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

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

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

9. 預言者 1（Prophecy 1） 

10. 預言者 2（Prophecy 2） 

11. 預言者 3（Prophecy 3） 

12. 諸書 1（The Writings 1） 

13. 諸書 2（The Writings 2） 

14. 諸書 3（The Writings 3）・総括 

 

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

小テスト自体は、授業内容を踏まえて行うものだが、発展的内容を含んでいるので、主体的に考えたり調べたりする復習が必要

となる。例えば、Blackboard 上に置かれた資料を読んで回答することが求められる場合がある。その他については必要に応じて

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回実施する小テスト(100%) 

授業後に Blackboard 上で行うオンラインの記述式小テストを成績評価の基準とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』、日本聖書協会 

聖書は毎回持参すること。聖書の訳は問わない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 62 - 

■AA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA352／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 2 

担当者名 

（Instructor） 
山野 貴彦(YAMANO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の正典である聖書は基本的に旧約聖書と新約聖書の 2 部から成る。本講座はその中の新約聖書を取り扱う。 

新約聖書の 27 文書は各々何を伝えようとしているのか、そもそも 27 文書に至った経緯はどのようなものであったのか。キリスト

教の基礎を築き、世界史上多大な影響を人々に与え続けてきた新約聖書という書物の理解に迫ることを目指す。 

 

The Bible is the sacred book of Christianity and is basically composed of the Old Testament and New Testament. This course 

will focus on the New Testament. 

What messages do each of the 27 books in the New Testament aim to convey to us, and what was the process behind those 27 

books being included? Our aim is to gain a better understanding of the New Testament, which built the foundation of 

Christianity and has continued to have a huge impact on people in the world history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書に収められた 27 文書のそれぞれについて、成立事情や意義および内容を宗教的・歴史的・考古学的に解説する。 

また、新約聖書は後世の様々な事柄（文学や芸術、社会運動など多分野）に影響を与えたものであるため、その影響史について

も言及する。 

 

We will cover the background to the establishment, significance, and content of each of the 27 books included in the New 

Testament from a religious, historical, and archaeological approach. 

As the New Testament influenced many later developments of literature, art, social movements, and many other areas, we will 

also look into the history of such influence. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新約聖書とは何か 

2. マルコ福音書 

3. マタイ福音書 

4. ルカ福音書 

5. ヨハネ福音書 

6. ナザレのイエスという男の生涯とその歴史的意義 

7. 使徒行伝 

8. パウロ書簡 

9. タルソスのパウロという男の生涯とその歴史的意義 

10. 第 2 パウロ書簡 

11. ヘブライ書簡と公同書簡 

12. ヨハネ黙示録 

13. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(1) 

14. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(2) 

 

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

具体的な課題は要求しないが、個々人の関心と聖書とが近接する事柄について注視することを望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーにおける見解の提示(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書（旧約聖書続編付き）』、日本聖書協会 

聖書は日本聖書協会共同訳（2018 年）、岩波訳（合本版：2004-2005 年）などもよい。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大貫隆／山内眞（監修）、2003、『新版 総説新約聖書』、日本キリスト教団出版局 

2. ゲルト・タイセン（大貫隆訳）、2003、『新約聖書 文学・歴史・宗教』、教文館 

その他にも適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA353／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 1 

担当者名 

（Instructor） 
寒野 康太(KANNO KOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の性格を理解するためには、立場の如何を問わずキリスト教の歴史を探査しないわけにはいかない。本科目において

は、初代教会の様々な状況、つまり、キリスト教を形成した最初の諸共同体を瞥見することによって、キリスト教理解の基礎を身

につけることを目的とする。 

 

In order to understand the nature of Christianity, we must explore the history of the religion, regardless of our views. The aim of 

this subject is to develop a basic understanding of Christianity by taking a glimpse at the conditions of the early Church, in 

other words, the first communities that formed Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初代教会の教会の生活を見ていくことが、本科目に授業内容である。つまり、礼拝の起こり、進展、教会統治の形態、教父達の

活躍、教理の形成と教理理解を巡る紛争から公会議における新しい定式の制定など、様々な現象をみていくことになる。 

 

The subject will look into life in the early Church. We will look into various phenomena such as the following: the beginning and 

development of service, forms of church governance, achievements of the Church Fathers, formation of doctrine, disputes over 

doctrinal understanding, and establishment of new rituals in ecumenical councils. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教会の歴史とは、何か。 

アングリカンの古代教会観を見ながら、どうして初代教会について見ていくことが必要かを考える。 

2. イエスの残したもの 

新約のイエスの記事を見ながら、教会がどのようにイエスのエトスを引き継いだかを教会論の立場から見ていくこととする。 

3. 使徒後教父について  

使徒のすぐ後に続いた人たちを見ることで 教会生活の始動期の様子を探る。 

4. グノーシスについて 

最初にキリスト教者間の紛争になった、グノーシスについて見ていく。 

5. 教会とローマ帝国 

ローマ帝国との迫害に教会がどのように立ち向かったか、ローマ帝国との関わりを見る。 

6. ギリシャ・ヘレニズムとキリスト教 

古代のキリスト教は自らのユダヤ的なものと、ギリシャ的なものとの対決そして対話によって自らの性格を作っていった。こ

こではヘレニズム期の哲学的状況を見ることとする。 

7. エイレナイオスとユスティニアヌス 救いの歴史というスパンからキリストの存在を弁明しようとしたエイレナイオスと、真理へ

の愛という目的から遍歴の後キリスト教にたどり着いたユスティニアヌスを見る。 

8. オリゲネスとテルトゥリアヌス 

ふたりとも、聖書の理解、とくに旧約と新約の関係、神学的理念の構築に大いに寄与した。神学的影響を残した二人をみる

ことで、東方と西方の教父の思考形態を見ていきたい。 

9. 正統と異端 その一 

アリウス派とそれに対抗したアレクサンドリア学派等を見ていく。 

10. 正統と異端 その二 

ニケア公会議からカルケドン公会議までのキリスト論と教会統治との関わりを見ていく。 

11. 修道制の起源とその進展 

修道生活がどのように勃興し、それが東方の教会の中でどのように進展していったかを見る。 

12. ラテン教父 

ここでは、特にアンブロジウス、アウグスティヌス、ヒエロニムスを見ていく。 

13. ラテン教会の修道制 

アングリカン教会にも色々影響を与えた、ラテン教会の修道生活の起こりと進展を見る。 

14. 神秘思想とビザンツの霊性 

中世東方の霊性にも関わる、偽ディオニシウスからの神秘思想を探る。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を通じて、参考文献や、レポート作成に必要な資料を掲載し、課題を告知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間の課題レポート(35%)/授業への参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA354／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代社会の理解に不可欠な宗教改革以降のキリスト教の歴史について考察を深め、その発展に貢献した人物や思想、構造的な

転換などの基本的な流れを確認したい。 

 

We will study in detail the history of post-Reformation Christianity, which is essential for understanding modern society, we will 

learn the basic history of the people, ideas, and structural shifts that contributed to its development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まずルター、再洗礼派、カルヴァンという三つの異なる側面に光をあて、宗教改革という 16 世紀ヨーロッパに混乱を

招いた現象を分析する。次に、三つの近代革命とそれを準備した思想的な発展を分析する。さらに革命以降の西洋社会がどのよ

うに近代化をすすめ、そのなかでキリスト教が果たした役割を理解する。最後に、カール・バルト（1886–1968）やグレシャム・メイチ

ェン（1881–1937）といった 20 世紀初頭の神学者たちが、近代社会の諸問題に対してどのような問題を提起したのかを読み解い

ていく。本講義は、主に西洋社会におけるキリスト教の歴史が対象となるが、同時に非西洋世界との接点にも光を当てつつ考察

を進める。 

 

In this lecture, we will first focus on three different aspects, namely Luther, the Anabaptists, and Calvin, and analyze the 

Reformation, a phenomenon that brought chaos to 16th-century Europe. Next, we will analyze the three modern revolutions and 

the ideological developments that served as a foundation for them. Furthermore, you will gain an understanding as to how post-

revolution Western society drove modernization and what role Christianity played in that process. Lastly, we will look into what 

sort of issues early-20th-century theologians such as Karl Barth (1886-1968) and John Gresham Machen (1881-1937) raised in 

relation to the various problems modern society faces. In this lecture, we will mainly deal with the history of Christianity in 

Western society, but we will also shed light on points of contact with the non-Western world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 宗教改革１：ルター 

3. 宗教改革 2：再洗礼派 

4. 宗教改革 3：カルヴァン 

5. 啓蒙思想：聖書批評と政治的な解放 

6. 近代革命１：清教徒革命と王権神授説 

7. 近代革命２：フランス革命と教皇庁 

8. 近代革命 3：アメリカ革命とプロテスタンティズム 

9. 近代化 1：ドイツ・リベラリズムの誕生 

10. 近代化 2：アメリカ福音主義と奴隷制度 

11. 近代化 3：アジア・アフリカにおける植民地支配と宗教 

12. 反近代 1：カール・バルトと神学的フロント世代 

13. 反近代 2：グレシャム・メイチェンとスコープス裁判 

14. 総括と討論 

 

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

週ごとのリーディングアサインメントがあるので、読んだ上で講義の前に行う小テスト（10 回）に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(40%)/講義への参加状況（コメントシートを含む）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フスト・ゴンザレス、2003、『キリスト教史 (下巻) 』、新教出版社 (ISBN:4400221156) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA356／キリスト教学講義 ２ 

(Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学 2 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教およびユダヤ教の正典である旧約聖書をなす各書がどのような過程を経て成立したか、考え、そこから、旧約聖書に込

められた思想の理解を深める。 

 

Reconstructing the composition process of the sacred scriptures of both Judaism and Christianity, commonly called the Old 

Testament in the Christian tradition, we will appreciate their theological significance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書は今日一般に 1 冊に製本されて発行されているため、1 つの書物とイメージする人もいるかもしれないが、実は異なる

人々が異なる時代や場所で記した多様な文書を集めたものである。この授業では、旧約聖書に収められた各書がどのような背

景のもとに成立したと考えられるか、専門分野である旧約聖書学の知見に従って見ていく。 

 

Since the Old Testament is today printed within a single volume, you may think it is a single book. However, it is actually a 

collection of diverse books written by different persons in different eras and places. This course introduces students to the 

historical background which shaped each book of the Old Testament, also known as the Hebrew Bible, as it is understood by 

current Old Testament scholarship. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 正典としての旧約聖書とその本文 

3. 古代イスラエル史概観 

4. モーセ五書（律法）1：文書資料仮説 

5. モーセ五書（律法）2：原初史と族長物語 

6. モーセ五書（律法）3：出エジプトと法伝承 

7. 申命記史書（前の預言者）1：申命記史書の概要 

8. 申命記史書（前の預言者）2：申命記史書の成立 

9. 申命記史書（前の預言者）3：申命記史書の編集 

10. 預言書（後の預言者）1：北王国の預言者 

11. 預言書（後の預言者）2：南王国の預言者 

12. 預言書（後の預言者）3：王国滅亡後の預言者 

13. 諸書 

14. まとめ 

 

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

予習として指示されたテキストを熟読する。復習として授業中に取ったノートを整理して授業内容をまとめる。必要に応じて 

Blackboard 上で授業時間外の学習に関する指示を行うこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書（翻訳）。訳は特に指定しないが、聖書に関心の高い学生には「旧約聖書続編」（第 2 正典）付きのものを薦める。 

 

参考文献（Readings） 

1. C. レヴィン、2004、『旧約聖書：歴史・文学・宗教』、教文館 (ISBN:4764266474) 

2. 池田裕ほか監修、2007、『新版 総説 旧約聖書』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818406377) 

3. 並木浩一・荒井章三編、2012、『旧約聖書を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:9784790715566) 

4. K. シュミート、2013、『旧約聖書文学史入門』、教文館 (ISBN:9784764273719) 
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ほかに授業内で適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は原則として講義形式で行う。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

  



 - 70 - 

■AA357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA357／キリスト教学講義 ３ 

(Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過去２０００年のキリスト教史および様々な文化・思想に大きな影響を与えたヨハネ福音書の思想を理解する。 

 

We will gain an understanding of the field of the thoughts of the Gospel according to John, which have had their great influence 

on Christian history and various cultures and ideas over the past two millennia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書の四つの福音書の中の一つであるヨハネ福音書の思想を学ぶ。ヨハネ福音書の言う「罪」と「救い」について、またその

共同体論などを中心に理解していき、新約聖書の他の福音書やパウロ書簡との違いも参照してみる。そしてそのようなヨハネ福

音書の思想を現代の視点と照らし合わせ、現代の文化・思想を理解する一助とする。 

 

We will learn the ideas of the Gospel according to John, one of the four Gospels included in the New Testament. We will mainly 

look into what the Gospel according to John refers to as “sin” and “salvation,” as well as its community theory, and also look at 

the differences between the Gospel and the synoptic Gospels of the New Testament and  Paul’s Epistles. Then, we will aim to 

gain a better understanding of contemporary culture and ideas in light of the ideas of the Gospel according to John. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、ヨハネ福音書概論 

2. ヨハネ福音書の原初論 

3. ヨハネ福音書の終末論 

4. ヨハネ福音書の共同体論１ 

5. ヨハネ福音書の共同体論２ 

6. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」１ 

7. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」２ 

8. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」３ 

9. ヨハネ福音書から見る「洗礼」「聖餐」等の儀式 

10. ヨハネ福音書とパウロ書簡の思想の相違１ 

11. ヨハネ福音書とパウロ書簡の思想の相違２ 

12. 現代思想とヨハネ福音書の思想１ 

13. 現代思想とヨハネ福音書の思想２ 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意する。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA360／キリスト教学講義 ６ 

(Lectures on Christian Studies 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史 2 

担当者名 

（Instructor） 
海老原 晴香(EBIHARA HARUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・テキスト講読を通じてキリスト教の霊性思想にふれ、価値を見出す 

・文献を外国語で読解し、著者の思想にふれる方法を身に着ける 

・テーマに関する問いと向き合い、思索を深め、自分の見解を発表、説明できる 

 

- Through reading texts, we will touch on ideas of Christian spirituality and learn their value. 

- We will read literature in foreign languages and learn ways to come into contact with authors’ ideas. 

- Being able to engage in questions related to a theme, deepen your thinking, and present and explain your personal opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、14-15 世紀の英国において女性として初めて英語で著作を残したノリッジのジュリアンによる『神の愛の啓示』を英

語で講読する。ジュリアンは 30歳の時に重病をわずらい、そこでの神秘体験をもとに著作を執筆したとされている。女性自身によ

る執筆が稀であった時代において、霊的な生き方を貫いた女性の声が綴られている本書の記述内容は貴重である。「霊的に生き

る」とはどういうことか、人間と神との関係や、人間の使命について、神秘体験への洞察を通じて描き出すテキストにじっくりと向き

合う。受講者は指示された箇所を各自あらかじめ試訳して出席することが求められる（テキストについては訳出をより多く進めるこ

とよりも内容を味わい深めることに重きを置く）。必要に応じ、キリスト教的知識を教員から解説する。受講者の状況により、講読

箇所や進度は調整され、授業内でテーマに関するディスカッションを実施することがある。 

 

In this class, we will read in English Revelations of Divine Love by Julian of Norwich, the first woman who wrote an English work 

in the 14th- to 15th-century England. It is said that, when she was 30, Julian fell seriously ill, during which she wrote the book 

based on the mystical experiences she had. Written in an age when it was rare for women to write, Revelations of Divine Love is 

a valuable book expressing the voice of a woman who dedicated herself to a spiritual life. What does it mean to live a spiritual 

life? We will engage with the text that describes the relationship between people and God as well as the human mission through 

insights into mystical experiences. Students will be required to translate the section assigned to them before attending the 

class (We will focus on appreciating the content rather than translating as much of the text as possible). Christian knowledge 

will be explained as necessary. Depending on the situation of students, sections of the text to be read and the pace of reading 

may be adjusted, and we may also hold discussions on topics covered in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進め方と導入 

2. 神秘体験、幻視のはじまり① 

3. 神秘体験、幻視のはじまり② 

4. 十字架のイメージ 

5. 苦しみと恵み① 

6. 苦しみと恵み② 

7. 神の親しさ 

8. 聖母マリアと無 

9. 共同体① 

10. 共同体② 

11. 人間の使命 

12. 肉体と霊 

13. 受難と悪魔 

14. テストとまとめ 

 

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

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

ので、定期的に確認すること。確認しなかったことによる不利益は受講者の責任となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

(40%) 

授業内で出された質問や意見に対しては、当該時間内あるいは次の回で教員からもコメントする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Julian of Norwich. 2015. Revelations of Divine Love. Translated with an Introduction and Notes by Barry Windeatt. Oxford 

University Press (ISBN:0199641188) 

※受講者にコピーして配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Nicholas Watson and Jacqueline Jenkins. 2006. The Writings of Julian of Norwich: A Vision Showed to a Devout Woman and A 
Revelation of Love. The Pennsylvania State University Press (ISBN:0271025476) 

旧約新約聖書（『聖書 新共同訳 旧約聖書続編つき』．日本聖書協会，2015 等） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料や連絡事項等、Blackboard を通じて案内することがある。 

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

る。特別な事情がある場合は考慮するので申し出ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA362／キリスト教学講義 ８ 

(Lectures on Christian Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の宗教学では、政治と宗教の関係に注目が集まっている。とはいえ、政治と宗教の関係は多岐にわたり、その包括的な理解

は非常に難しい。そこで、本講義では、政治と宗教の関係をとりわけその「権力論」に光をあてつつ、歴史的に考察したい。また同

時に、西欧と日本という大きく異なる文化圏における宗教権力のあり方を比較することで、政治的な領域における宗教のダイナミ

ズムを重層的に明らかにしていく。 

 

Recently, the relationship between politics and religion has gained much attention in religious studies. However, the relationship 

between politics and religion is diverse, and it is very difficult to gain a comprehensive understanding of it. In this lecture, we will 

historically examine the relationship between politics and religion, especially through shedding light on theories of political 

power. Additionally, by comparing the state of religious power in Western Europe and Japan, which are two very different 

cultural areas, we will look into the dynamism of religion in the area of politics from a multi-layered approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず宗教的な権力についての理解が中世から啓蒙時代へ移り変わるにつれてどのように変化していったのかを分

析する。なかでもスピノザの『神学・政治論』（1670 年）に注目し、その権力論が 18 世紀においてどのような発展を遂げたのかを

明らかにしていく。また同時代の日本社会における宗教の問題に注目し、とりわけキリシタンの存在が江戸の宗門主義の構築に

果たした役割をみていきたい。さらに、19 世紀において近代の政治システムが各地で興隆するにあたって発展した、三つの異な

る宗教権力論を分析する。同時に 19 世紀後半の日本における近代化とそれに付随する宗教権力の変化に光をあてる。最後

に、世界大戦という未曾有の暴力に対して、宗教が行使した、あるいはすべきだったができなかった権力についての考察を深め

る。 

 

In this lecture, we will analyze how the understanding of religious power changed from the Middle Ages to the Enlightenment. In 

particular, we will focus on Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus (1670) and elucidate how his theory of political power was 

developed in the 18th century. We will also look into the problem of religion in Japanese society in the same era, especially the 

role that Christians played in the formation of sectarianism in Edo. Furthermore, we will analyze three different theories of 

religious power that developed when modern political systems emerged in various places in the 19th century. We will also shed 

light on the process of modernization in Japan in the late 19th century and the changes in religious power that accompanied the 

process. Lastly, we will study in detail the power that religion exercised, or should have but could not exercise in the face of the 

unprecedented violence of the Second World War. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：中世社会から啓蒙時代へ 

2. スピノザという問題 

3. 近代市民宗教とスピノチストたちの戦い 

4. 江戸の公共宗教：キリシタン弾圧と宗派化 

5. 宗門主義と国学 

6. 近代政治システムと宗教：ドイツ・リベラリズム 

7. 近代政治システムと宗教：ディノミネーショナリズム 

8. 近代政治システムと宗教：ライシテ 

9. キリスト教社会と無神論 

10. 明治革命と宗教的パトス 

11. 法制化される諸宗教 

12. 世界大戦のなかの宗教：ドイツ・キリスト教と告白教会 

13. 世界大戦のなかの宗教：日本の諸宗教 

14. 総括 

 

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

宗教と政治についての課題図書リストを第一回目の講義で配布するので、そのなかから一冊選び、最終週までに提出する。最終
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テストは、講義内容をもとにした論述問題の問いを事前に配布し、当日はそのなかから無作為に選ばれた数問に答える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/議論への参加状況（コメントシートを含む）(30%)/ブックレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

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） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA364／キリスト教学講義 １０ 

(Lectures on Christian Studies 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想 2 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教との対話などを通して現代日本において提唱された「場／無の神学」（代表的人物として、八木誠一、小田垣雅也、小野寺功

らが挙げられる）を中心に、日本におけるキリスト教神学思想の語ろうとしていることを検討し、それを〈われわれ〉の問題として考

察していきたい。 

 

Focusing on the “theology of field/nothingness” that was advocated in contemporary Japan through dialogues with Buddhism 

(leading figures include Seiichi Yagi, Masaya Odagaki, and Isao Onodera), we will consider what Christian theological ideas in 

Japan attempt to convey, treating them as our own problem. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず「場／無の神学」を理解するために必要と思われる基礎の確認を数回にわたって行う。その後、本授業の中核となる「場／無

の神学」に関係性の深い幾つかの日本の（神学）思想について見ていく。それらを踏まえた上で、「場／無の神学」を提唱した八

木誠一、小田垣雅也、小野寺功らによって論じられていることを検討するとともに、そこで語りかけられている我々（／われ－われ

／〈われわれ〉）の問題の考察も行っていく。 

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

業終了時に提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られれば、個人が特定されないようにした上で

共有したいと思っている。授業は提出してもらったコメントの紹介や、コメント同士の議論、疑問への応答、コメントへの応答などを

しつつ進めていくため、積極的な参加を望む。 

また、進め方や扱う内容も、コメントから窺える受講者の興味などにより適宜調整する予定である。 

 

理解を深めるために、補助教材として映像資料を用いることも考えている。 

 

（「神学思想 1」は基本的に概要を見ていくものであったが、「神学思想 2」では、もう少し議論されている中身を掘り下げていくつも

りである。ただし、「神学思想 2」だけの受講でも理解できるよう、「神学思想 1」と重複する部分も扱うので、その点をご承知願いた

い。） 

 

First, through several classes, we will cover the basics that are considered necessary to understand the “theology of 

field/nothingness.” Then, we will consider several Japanese (theological) ideas that are deeply connected with the “theology of 

field/nothingness,” which is the central theme of the class. Based on the above, we will consider the arguments of Seiichi Yagi, 

Masaya Odagaki, Isao Onodera, who advocated the “theology of field/nothingness,” and also look into the problem of “we/us” 

that they raised. 

In the last 10 minutes or so of each class, you will write your opinions and questions in a reaction paper, which will also serve as 

confirmation of attendance, and submit it when the class ends. Some of them may be shared in the class in an anonymous form, 

provided that the submitter agrees to this. It is desirable that you participate actively, as a class will involve sharing submitted 

comments, discussions between students with different views, answering questions and comments. 

As necessary, the schedule and content of classes may be adjusted according to your interests from your comments 

suggested. 

In order to deepen your understanding, we may use visual materials as supplementary course material. 

Theological Ideas 1 basically offered an overview, while Theological Ideas 2 will involve looking into topics being discussed in 

more detail. Note, however, that in order for students who did not take Theological Ideas 1 to understand Theological Ideas 2, 

some areas covered in Theological Ideas 1 may be taken up again in Theological Ideas 2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「キリスト教」とわれわれ 1 

3. 「キリスト教」とわれわれ 2 

4. 「キリスト教」とわれわれ 3 

5. 「キリスト教」とわれわれ 4 

6. 「キリスト教」とわれわれ 5 
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7. 日本の神学思想 1 

8. 日本の神学思想 2 

9. 「場／無の神学」1 

10. 「場／無の神学」2 

11. 「場／無の神学」3 

12. 「場／無の神学」4 

13. 「場／無の神学」5 ＋その展開の可能性 

14. まとめ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加姿勢(30%)/コメントペーパー(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

単位修得には、原則として 2/3以上の出席（コメントペーパーの提出によって確認）、最低１回の長めのコメントの提出、最終レポ

ートの提出が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA365／キリスト教学講義 １１ 

(Lectures on Christian Studies 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教倫理学 1 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生命倫理」の諸課題の中から、特に「優生思想」をめぐる問題を取り上げ、その内実の把握に努めるとともに、今後のわたしたち

の社会の在り方と自身の生き方を尋ねる。 

 

Among various issues relating to bioethics, this course will especially focus on issues surrounding eugenic ideas. We will make 

an attempt to gain an understanding of the reality of such ideas and ask ourselves about the future of our society and ways of 

life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「優生思想」の実状や「優生政策」の実態を学び、その根柢にある人間理解を検討する。この作業を通して、わたしたちの社会の

内や自身の中にある「いのち」や「人間」についての価値観を掘り起こして問い直し、あるべき社会の姿とその社会形成への参与

を模索する。講義を中心に進めるが、個人の意見発表やグループ討論、全体討議も行う予定。また、複数回の小レポート提出を

課す。 

 

We will learn the reality of eugenic ideas and eugenic policies and consider the understanding of people that underlies such 

ideas and policies. Through this process, we will uncover and reconsider values about life and people that exist inside our 

society and ourselves and seek for an ideal state of society and ways to participate in forming such a society. This course will 

proceed mainly not only in lecture-style, but also with individual presentations, group debates, and all-class discussions, as 

appropriate. You will submit several small reports too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 問いの共有 

3. 「強制不妊手術」 

4. 優生保護法 1 

5. 優生保護法 2 

6. 優生政策 1 

7. 優生政策 2 

8. 中間まとめ 

9. 胎児条項 

10. 選択的人工妊娠中絶・受精卵診断 

11. 遺伝子操作 

12. デザイナーベイビー 

13. 全体討論 

14. 総括 

 

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

各回ごとに、授業内でとりあげた事柄について振り返り、自身の問いや見解をまとめておくこと。次の授業時に意見を求めること

がある。 

配布する資料や参考文献をしっかりと読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

単位修得のためには 2/3 以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

討議への積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA367／キリスト教学講義 １３ 

(Lectures on Christian Studies 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教社会学 

担当者名 

（Instructor） 
江島 尚俊(EJIMA NAOTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今の自分や周囲との関係、自身のやりがいや将来設計。「社会」という視点から再考してみませんか？この授業の目標は、以下

の 3 つです。 

 

①自分の中にある「社会」、自分の外にある「社会」という視点を持てるようになる。 

②社会学という「見方」（＝発想方法）を獲得できる。 

③「宗教」と「社会」の関係について、宗教社会学的に理解できるようになる。 

 

The present situation of yourself, your current relationship with those around you, what you think is worth doing, and future 

plans. Try reconsidering them from the perspective of society. This class has the following three aims: 

 

(1) Become able to have the perspective of the society within yourself and the society outside of yourself. 

(2) Develop a sociological viewpoint (or way of thinking). 

(3) Become able to understand the relationship between religion and society from a sociology-of-religion approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の前半では、「社会学」の誕生を講義するとともに、そこには「宗教」との深い関わりがあったことを学んでもらいたいと思っ

ています。そして後半では、現代社会における「宗教」と「社会」の関わりについて、具体的なテーマ（テロ、暴力、カルト、民主主義

など）に絡めながら講義していきたいと考えています。 

 

そもそも考えてみると、文学は文字を対象とし、社会学は社会を対象とします。文字は目に見えますが、社会は目に見えません。

目に見えない社会はどうやって捉えることが可能なのか？ここにこそ、社会学の叡智が込められています。社会とは人の中にあ

るのか、人の外にあるのか。もしくは、その両方なのか。本講義では、社会学的な考え方や視点を学ぶとともに、社会学が「宗教」

をどのように捉えてきたのか、「宗教」をめぐる現代社会の諸現象についても迫っていきたいと考えています。 

 

最後に教員からのひと言。 

本講義を受講してくれた学生は、学期末に近づくにつれて、自身が「社会」からどのような影響を受けているのかを実感するととも

に、現在の日本社会の特徴についても新たな気づきを得られるようになるはずです。「社会」を知ることは、自身を知ることに直結

する。これをぜひ実感してもらいたいと思っています。 

 

The first half of the lecture will cover the birth of sociology, through which you are expected to learn that phenomenon was 

intimately connected with religion. The second half of the lecture will cover the relationship between religion and society in 

contemporary society, with reference to specific topics such as terrorism, violence, cults, and democracy. 

 

To begin with, literature deals with letters and sociology deals with society. Letters are visible, while society is not. How is it 

possible to perceive society if we cannot see it? That is where the wisdom of sociology comes in. Does society exist within 

people or outside of them? Or does it exist in both? In this lecture, we will learn sociological ways of thinking and perspectives 

and look into how sociology has perceived religion through considering various phenomena concerning religion in contemporary 

society. 

 

One last word from the instructor. 

As the end of the semester approaches, students attending this lecture will surely become strongly aware of how they are being 

influenced by society and be able to gain new insights into the features of current Japanese society. Knowing society leads 

directly to knowing yourself. Getting you to understand this is the goal of this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宗教社会学は、なんのための、どんな学問か？ 

2. 社会学はなぜ西ヨーロッパで誕生したのか？ 

3. 自殺を通して個人と社会の関係を再考する－デュルケーム社会学 
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4. 個人が社会を変えられるのか？－ウェーバー社会学 

5. 宗教が先か？宗教心が先か？－ジンメル社会学 

6. アメリカにわたった宗教社会学 

7. 日本における宗教社会学の展開と特徴 

8. ゲストスピーカー－ダンテ『神曲』と現代アメリカのキリスト教原理主義者の比較 

9. カルトの何が問題なのか？ 

10. 先鋭化する宗教テロ 

11. 聖地巡礼の意味と動機、そして実態を探る 

12. 超スマート社会における宗教の行方 

13. なぜ大学で宗教が学べるのか？ 

14. まとめ―全体のふりかえり 

 

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

毎回の授業前には、前回の配布資料やノートを熟読したのちに、シラバス上で今週の講義内容を確認し授業に臨むこと。なお、

授業終了時に提示された課題等は、次回授業開始時に提出すること。 

毎回の授業後には、十分な復習を行うこと。その際には、授業で得た新しい知識を自身で再度学習し、参考文献や教員配付資

料をもとにして知識の定着を心がけること。 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート(30%)/出席点・授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし（全ての授業回でプリント資料を配布する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 櫻井義秀・三木英、2007、『よくわかる宗教社会学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623049965) 

2. 早川洋行、2011、『よくわかる社会学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623059901) 

3. 高橋典史・塚田穂高・岡本亮輔、2012、『宗教と社会のフロンティア』、勁草書房 (ISBN:4326602422) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA369／キリスト教学講義 １５ 

(Lectures on Christian Studies 15) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA 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） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

AE323「キリスト教と教育１」と同一科目。重複履修不可。 

教育学科の学生は AE323「キリスト教と教育 1」を登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is a key point for social mechanisms and their changes. The more students deepen their 

understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By shining light 

on the Christianity as well as other religious issues related to education, students will consider the place and role of Christianity 

and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで，キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。日本の属するアジアにおける宗教教

育の問題にも可能な限り言及したいと考えているが，とりわけ今年度は，日本におけるミッション・スクールとキリスト教学校のあ

り方についての議論に重点をおく予定である。 

 

Students will choose a religious topic mainly related to Christianity from the various issues surrounding education. Japan is a 

part of Asia, and religious education issues in Asia will be referred to as much as possible. Especially in this academic year, the 

class is expected to emphasize discussing mission schools and Christian schools in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. ミッションスクール論の概観と問題の所在 

3. 日本における位置・役割の考察１ 

4. 日本における位置・役割の考察２ 

5. 日本における位置・役割の考察３ 

6. 私学としてのキリスト教学校と政教分離 

7. 日本のキリスト教学校：現状分析１ 

8. 日本のキリスト教学校：現状分析２ 

9. 日本のキリスト教学校：現状分析３ 

10. 日本のキリスト教学校：事例 

11. 日本のキリスト教学校：仮説的分類 

12. 日本のキリスト教学校：提言 

13. アジアのキリスト教教育 

14. 総括 

 

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

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また出席者のなかでのキリス

ト教学校の経験の有無、経験された教育内容等について講義時間内にたずねることがある（ただしプライバシーを尊重し、応える
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か否かは各人に決めてもらう）  

 

注意事項（Notice） 
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■AA371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA371／キリスト教学講義 １７ 

(Lectures on Christian Studies 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアのキリスト教 1 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 明子(KURATA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国および香港におけるキリスト教の歴史とその役割、影響について理解を深める 

 

We will deepen our understanding of the history, role, and impact of Christianity in China and Hong Kong. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１.中国近代におけるキリスト教の展開について、プロテスタント・キリスト教の影響下に起こった太平天国運動を事例としてとりあ

げ、キリスト教が中国の近代化において果たした役割と影響を考える。 

２.中国と隣接しながらも、全く異なる歴史的経緯を持つ香港におけるキリスト教を事例として取り上げ、アジアにおけるもう一つの

キリスト教受容のあり方を提示する。 

 

1. Focusing on the development of Christianity in modern China, we will look into the case of the Taiping Heavenly Kingdom 

movement that occurred under the influence of Protestant Christianity and consider the role that Christianity played in China’s 

modernization as well as its impact. 

2. We will consider the case of Christianity in Hong Kong, which has a completely different history from neighboring China, and 

present a different way of acceptance of Christianity in Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教史を学ぶ意味 

2. 中国へのプロテスタントの伝播 

3. 開港場における西洋知識の受容 

4. 王韜とキリスト教 

5. 中国におけるキリスト教受容の一形態 ――洪秀全 

6. 太平天国の成立 

7. 太平天国とキリスト教 

8. 太平天国と「近代化」 

9. 19 世紀の香港社会とキリスト教 

10. 香港の社会福祉とキリスト教 

11. 日本占領期の香港とキリスト教 

12. 戦後の香港社会とキリスト教 

13. 現代の香港社会とキリスト教 

14. 中国大陸のキリスト教と香港 

 

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

毎回の授業前に、指定された資料や参考書を読んでおくこと。 

必要に応じて高校の世界史教科書、下記参考書等に目を通し、中国および香港の歴史についての基本的な事項を理解しておく

こと。 

教員の指示に従って、レジュメや参考書を利用しながら、授業後の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

2／3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 並木頼壽、杉山文彦編著、2011、『中国の歴史を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750333434) 
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2. 石川照子、倉田明子ほか、2016、『はじめての中国キリスト教史』、かんよう出版 (ISBN:9784906902750) 

3. 吉川雅之、倉田徹、2016、『香港を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750342535) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA373／キリスト教学講義 １９ 

(Lectures on Christian Studies 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教 1 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 秀武(YANO HIDETAKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義では、東南アジア、特にタイの事例を中心に、宗教が私的なものではなく、公的・民族的な要素を持つ社会の在り方を理

解し、また異文化としての宗教文化について学ぶ。具体的には、タイの主要な宗教である上座仏教、イスラーム、キリスト教などと

社会の関係、宗教の多様性、共生の在り方について学ぶ。 

 

In this lecture, we will mainly focus on Southeast Asia, especially Thailand, to gain an understanding of a society in which 

religion is not private but has public and ethnic elements and learn religious culture as a different culture. Specifically, we will 

learn the relationship of Thailand’s major religions, such as Theravada Buddhism, Islam, and Christianity, with society and 

religious diversity and coexistence. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 以下の 3 点が主要な内容となる。１、東南アジア諸国における、宗教の多様性や宗教と社会の関係、２、東南アジア大陸部（お

よび南アジアのスリランカ）を中心に広まる上座仏教と社会の関係、３、タイを事例に、1 つの国における宗教の多様性と共生の

在り方。 

 

The three main points of the course are as follows: 1. Religious diversity and the relationship between religion and society in 

Southeast Asian countries; 2. The relationship between society and Theravada Buddhism, which has spread mainly in Mainland 

Southeast Asia (and Sri Lanka in South Asia); 3. Religious diversity and coexistence in a single country, with the case of 

Thailand as an example. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説 東南アジアと宗教と社会 

2. 東南アジアの政教関係 

3. 上座仏教 歴史 

4. 上座仏教 思想 

5. 上座仏教 出家と在家 

6. 上座仏教 女性と仏教 

7. タイの事例１ 宗教の公共性 

8. タイの事例 2 キリスト教１ 

9. タイの事例 3 キリスト教２ 

10. タイの事例 4 イスラーム１ 

11. タイの事例 5 イスラーム２ 

12. タイの事例 6 華人の宗教 

13. タイの事例 7 バラモン・ヒンドゥー教 

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ついては、授業時に必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー等(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部真雄、2014、『タイを知るための 72 章』、明石書店 (ISBN:978-4750340371) 

2. 今井昭夫、2014、『東南アジアを知るための 50 章』、明石書店 (ISBN:978-4750339795) 
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3. 櫻井義秀・外川昌彦・矢野秀武、2015、『アジアの社会参加仏教』、北海道大学出版会 (ISBN:978-4832968127) 

4. 寺田勇文、2002、『東南アジアのキリスト教』、めこん (ISBN:978-4839601492) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式の授業で、映像資料も用いる。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA375／キリスト教学講義 ２１ 

(Lectures on Christian Studies 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と美術 1 

担当者名 

（Instructor） 
山田 香里(YAMADA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では初期キリスト教美術の基本的なものの見方を習得し、キリスト教が西欧の古代末期から中世社会に与えた影響につ

いて理解することを目標とする。 

 

The goal of this lecture is to learn the basic way to look at early Christian art and understand the impact that Christianity had 

on Western European society in late antiquity to the Middle Ages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴァティカンのサン・ピエトロ聖堂は、ローマ帝国での 313 年のキリスト教公認後、比較的早い時期に皇帝によって使徒ペトロの

墓の上に建設された殉教者記念聖堂である。この聖堂建築について成立の経緯や、具体的な建築や装飾について講義をし、キ

リスト教思想の変遷、殉教者崇敬、初期キリスト教美術などについて紹介する。 

 

St. Peter’s Basilica in the Vatican is a memorial basilica for martyrs that was constructed by the emperor on St. Peter’s tomb 

relatively soon after Christianity was officially recognized in the Roman Empire in 313. This lecture will cover the background to 

the construction of the basilica as well as its specific architectural and decorative features and will also deal with the changes 

of Christian ideas, martyr worship, and early Christian art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと導入：講義内容の説明 

キリスト教の成立について 

2. キリスト教の成立と発展：古代ローマにおけるキリスト教 

3. 使徒ペトロの生涯と文字資料・４世紀初頭までのローマ教会と聖人 

4. 殉教者崇敬と聖人の墓所（カタコンベ） 

5. 初期キリスト教美術におけるペトロの表現（カタコンベ） 

6. 初期キリスト教美術におけるペトロの表現（石棺浮彫） 

7. ミラノ勅令とコンスタンティヌス帝による聖堂建築 

8. 初期キリスト教美術におけるペトロの表現（聖堂の壁画） 

9. 旧サン・ピエトロ大聖堂(建築と装飾)１ 

10. 旧サン・ピエトロ大聖堂(建築と装飾)２ 

11. 中世の国家と教会 

12. 新サン・ピエトロ大聖堂の建築とローマの地誌１ 

13. 新サン・ピエトロ大聖堂の建築とローマの地誌２ 

14. まとめ 

 

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

古代から中世ヨーロッパの歴史の基本的な知識を高校世界史レベルでよいので身につけてから受講してほしい。また、聖書の基

本的な知識を要するため、履修を希望するものは、新約聖書の福音書、使徒言行録などに目を通してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に課すコメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石鍋真澄、2000、『サン・ピエトロ大聖堂』、吉川廣文館 (ISBN:4642077707) 

2. ピエトロ・サンデル、2011、『バチカン サン・ピエトロ大聖堂下のネクロポリス』、ぎょうせい (ISBN:432409263X) 

この他、参考文献は授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料は web上で配布するので、事前にプリントアウトし授業に持参してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA377／キリスト教学講義 ２３ 

(Lectures on Christian Studies 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽 1 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 隆(SANO 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） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教と音楽の関わりを歴史的に考察することで、キリスト教における音楽の意味・役割を理解する。 

 

We will understand the meaning and role of music in Christianity through examining the historical relationship between 

Christianity and music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古来キリスト教では、信仰や儀式上の必要などから何らかの音楽が求められ、多くの作品が生み出されてきた。本講義では、音

楽の歴史をたどりながら、各時代のキリスト教における信仰や典礼などとの関連を考察する。教父時代、東西の教会、プロテスタ

ント各派など、それぞれにおいて求められた音楽を、具体的な楽曲分析なども含めて紹介することで、キリスト教における音楽の

役割、さらに音楽自体への理解を深めることを目指す。 

 

Since ancient times, some form of music has been required in Christianity for worship and rituals, resulting in the creation of 

numerous musical works. This lecture will trace the history of music and consider the relation of music with Christian worship 

and liturgy in each era. By introducing music that was in demand in the days of the Church Fathers, in the Eastern and Western 

Churches, and in various Protestant sects, with detailed musical analysis, this course aims to deepen our understanding of the 

role of music in Christianity and, furthermore, of music itself. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：キリスト教と音楽 

2. 中世：単旋聖歌と教会旋法 

3. ルネサンス時代１：多声音楽１ 

4. ルネサンス時代２：多声音楽２ 

5. 宗教改革の時代 

6. キリスト教各派と音楽 

7. バロック時代１ 

8. バロック時代２ 

9. J. S. バッハの音楽１ 

10. J. S. バッハの音楽２ 

11. 古典派時代 

12. ロマン派時代 

13. 近代 

14. 20 世紀以降、まとめ 

 

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

授業中に一部しか聴けなかった曲の全体や、紹介できなかった音楽家の作品なども積極的に聴くこと。世界史の概説的な知識

は持っていてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2005、『キリスト教音楽の歴史』、日本キリスト教団出版局 

2. 大貫隆 他（編）、2002、『岩波キリスト教辞典』、岩波書店 

その他、授業中に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA379／キリスト教学講義 ２５ 

(Lectures on Christian Studies 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史 1 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単に古典主義と反古典主義に割り切ることもできないこの二つの造形

概念の本質を理解すること。 

 

The Renaissance and Gothic art are the foundations of European art culture. We will understand the essence of these two 

concepts of formative art that cannot simply be divided into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は 15・16世紀のイタリア＝ルネサンスに始まり、それ以前の芸術はルネサンス人によって「ゴシック（ゲル

マン民族の一派である「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシック

は、広義には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸術の範疇にあら

ざるキリスト教中世のヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサ

ンスと北方ヨーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・

絵画）の展開を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察してゆく。 

 

The modern era of European art started with the Italian Renaissance of the 15th to 16th century, and Renaissance people 

derogatorily called the art that preceded this period Gothic (the adjective form of the term Goths, one of Germanic tribes). In a 

narrow sense, the term “Gothic” refers to 13th to 15th century European art, while in a broad sense, it was interpreted as 

barbarism as opposed to classical forms, different culture of the northern race as opposed to Mediterranean culture, and 

European art of the Christian Middle Ages that did not fall under Greek or Roman ancient art. What kind of artistic concepts are 

the Renaissance, which means the restoration of the culture of classical antiquity (Greece and Rome), and Gothic, which 

originated in northern Europe, and what kinds of artistic forms are there? Tracing the development of art history (architecture, 

sculptures, paintings), we will consider the beauty of two artistic styles, action and reaction, and synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「ゴシック」と「ルネサンス」 

2. 12 世紀中頃：ロマネスクからゴシックへ 

3. ゴシック建築の本質 

4. ゴシック彫刻：1200 年頃の古代風様式 

5. ゴシック彫刻と絵画の本質 

6. 14 世紀イタリアの新芸術 

7. 1400 年頃：国際ゴシック様式 

8. ルネサンスの始まり：1401 年のコンクール（フィレンツェ洗礼堂扉口浮彫り） 

9. 新たな画像世界へ：幾何学的遠近法の成立 

10. イタリアにおける古代芸術再発見とゴシックの問題 

11. 15 世紀ネーデルラントの新芸術 

12. イタリア＝ルネサンス芸術の本質 

13. アルブレヒト・デューラーの芸術 

14. 総括 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進める。受講者は各自ノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解すること。

何よりも作品に好奇心を抱くことが重要であるから、関心に応じて参考図書などにあたるとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(30%)/授業と課題に対する姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業中に私語をかわす者、惰眠をむさぼる者、スマホゲームに興じる者、興味関心のない者の出席を固く禁ず。 
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テキスト（Textbooks） 

指定のテキストはなし。授業内容に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995 年、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994 年、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992 年、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994年、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西洋編 12）』、小学館 

5. 佐々木英也・森田義之編、1994 年、『イタリア・ルネサンス３』（世界美術大全集 西洋編 13）』、小学館 

6. 勝國興編、1995 年、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

7. 小佐野重利・京谷啓徳・水野千依、2016 年、『西洋美術の歴史４ ルネサンス１ 百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表

現』、中央公論新社 

秋山聰・小佐野重利・北澤洋子・小池寿子・小林典子 『西洋美術の歴史５ ルネサンス II 北方の覚醒、自意識と自然表現』 中

央公論新社 2017 年 

R. Toman (ed.), Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting, h.f.ullmann 2007 

R. Toman (ed.), The Art of the Italian Renaissance Art, h.f.ullmann 2015 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AA381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA381／キリスト教学講義 ２７ 

(Lectures on Christian Studies 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽学 1 

担当者名 

（Instructor） 
ドーソン，Ｗ．(DAWSON WILLIAM JAMES) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教音楽と世俗音楽の相違についての考察－どのように世俗音楽から宗教音楽に影響がもたらされたのか、過去 700 年の間の

それぞれの音楽の関係性とその変遷をたどる。 

 

We will explore the differences between religious music and secular music. More specifically, we will consider how secular music 

influenced religious music and trace the relationship, along with its changes, between the two kinds of music in the past 700 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教会それとも劇場？」一般的に考えられている宗教音楽と世俗音楽の違いとは、何だろうか。また、音楽が創造されて以来、現

代に至るまでの 700 年間に、宗教と世俗の音楽の相違点はどのように変遷してきたのだろうか。14 世紀から 20 世紀の西洋音楽

における、上流・貴族階級のサロン、コンサートホール、キリスト教の礼拝、それぞれの音楽の間にあった境界線の移り変わりに

ついて、西洋音楽史をたどりつつそれぞれの時代の曲を聴きながら考察を進めていく。 

 

“Church or theater?” What is the commonly perceived difference between religious music and secular music? Since the creation 

of music or in the last 700 years, how have the differences between religious and secular music changed? With regard to 

Western music from the 14th to 20th century, listening to songs and tunes from each era, we will consider changes in the 

boundaries between music played in aristocratic salons, concert halls, and Christian service, through tracing the history of 

Western music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 入門：宗教音楽の目的とそのジャンルについて 

2. 中世時代の宗教音楽と世俗音楽 

3. ルネッサンス時代前期の宗教音楽 

4. 宗教改革と改革対抗勢力の宗教音楽 

5. バロック時代のオペラ 

6. バロック時代の宗教音楽、第 1部：G. F. ヘンデルのメサイア 

7. バロック時代の宗教音楽、第 2部：J. S. バッハのマタイ受難曲 

8. 18 世紀後半のオペラ 

9. W. A. モーツァルトの宗教音楽 

10. 19 世紀のオペラ 

11. 19 世紀の宗教音楽、第 1 部：G. ロッシーニのスターバト・マーテルと G. ヴェルディのレクイエム 

12. 19 世紀の宗教音楽、第 2 部：J. ブラームスのレクイエム 

13. 20 世紀の宗教音楽、第 1 部: パイプオルガンの曲 

14. 20 世紀の宗教音楽、第 2 部：B. ブリテンのレクイエム 

 

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

音楽に関する英語の記事を読み、音楽を視聴する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA386／キリスト教学講義 ３２ 

(Lectures on Christian Studies 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と映画 2 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画作品に含まれているキリスト教的要素を抽出して解釈すると共に、その映画作品がキリスト教的要素を用いつつ語ろうとして

いることとは何かを読み取り、それを語りかけられている我々の問題として考察していく。 

 

We will extract and interpret Christian elements found in movies, construe what the movies intend to convey to us using 

Christian elements, and consider such messages as our own issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず全員で映画作品を鑑賞する。受講者には出席票を兼ねたコメントペーパーに作品の分析や解釈（キリスト教との関連も含

め）、感想、質問などを記入してもらい、授業終了時に提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られ

れば、個人が特定されないようにした上で共有したいと思っている。 

講義は、提出してもらったコメントの紹介や、疑問への応答、コメントへの応答などをしていくことによって、その映画作品が語ろう

としていることを我々自身の問題として受け止めて考察していくというように進めていくため、積極的に参加してくれることを望む。 

 

なお、扱う映画作品に関しては、受講者にアンケートをとった上で最終的に決めたい。 

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

 

First, we will watch a movie. You will submit a comment sheet at the end of the class, which will also serve as confirmation of 

attendance. The reaction paper will include your analysis and interpretation (including the relation with Christianity), comments, 

questions, etc. Some of them may be shared in the class in an anonymous form, provided that the submitter agrees to this. 

It is desirable that you participate actively, as lectures will involve sharing submitted comments, answering questions and 

comments, and similar activities. Through such activities, we will consider, as our own issues, what the movies intend to convey 

to us. 

 

We will decide which movies to watch based on your opinions and interests. 

The class schedule will be adjusted as necessary according to the chosen movies and the interests and number of participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 1＋アンケート 

2. 導入 2＋映画作品鑑賞 

3. 映画作品鑑賞 

4. 講義＋映画作品鑑賞 

5. 映画作品鑑賞 

6. 講義＋映画作品鑑賞 

7. 映画作品鑑賞 

8. 講義＋映画作品鑑賞 

9. 映画作品鑑賞 

10. 講義＋映画作品鑑賞 

11. 映画作品鑑賞 

12. 講義＋映画作品鑑賞 

13. 映画作品鑑賞 

14. 講義（総括）＋期末レポート提出 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加姿勢(30%)/出席した回のコメントペーパー(40%)/期末レポート(30%) 
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単位修得には、原則として 2/3以上の出席（コメントペーパーの提出によって確認）、最低１回の長めのコメントの提出、最終レポ

ートの提出が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内容の性質上、私語はもちろんのこと、音の出る物や光を発する物のご使用はご遠慮願います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA388／キリスト教学講義 ３４ 

(Lectures on Christian Studies 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝 2 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の「礼拝」と「音楽」について、歴史的発展経緯を学び、現代における意義や課題を考察する。 

 

We will learn the historical background of Christian liturgy and music and consider their significance and issues in contemporary 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教の礼拝と、その主要な構成要素である「礼拝音楽」「聖歌」を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を踏

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

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

 

The lecture will mainly cover Christian liturgy and liturgical music and hymns, the major components of Christian liturgy, based 

on the practices of the Anglican Church in Japan, or the Nippon Sei Ko Kai, and Rikkyo Educational Corporation. Videos and 

music will be used actively in the class. As learning liturgy requires service experience, you will be asked to attend service in 

Rikkyo Chapel or other churches (at least once during the lecture period). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教徒礼拝と音楽（基礎と原理） 

2. 文化とキリスト教（インカルチュレーションと回心と経験） 

3. 「時」を刻む経験とその表現（教会暦とその音楽） 

4. １６世紀英国聖公会の聖務日課改革（朝夕の礼拝） 

5. 日本聖公会および立教学院における礼拝音楽の取り組み 

6. ミサ（聖餐式）のきのうときょう（歴史的変化） 

7. 礼拝の実践（チャペルでの授業） 

8. 聖歌と聖歌集の発展史（１）古代～中世 

9. 聖歌と聖歌集の発展史（２）宗教改革～１９世紀英国 

10. 聖歌と聖歌集の発展史（３）２０世紀～現代 

11. 世界各地の教会音楽 

12. 日本聖公会の祈祷書と聖歌集 

13. 日本の教会音楽と『日本聖公会 聖歌集』 

14. 今、これからの課題（講義のまとめ） 

 

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

チャペルや教会における礼拝への出席。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮﨑光、2008、『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』、聖公会出版 (ISBN:ISBN978-4-88274-192-3) 

＜2019 年 3 月 30 日付 加筆＞ 

テキストの入手方法については初回授業で案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本聖公会、1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 

2. 日本聖公会、2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３６ 

(Lectures on Christian Studies 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と現代社会 2 

担当者名 

（Instructor） 
平良 愛香(TAIRA AIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「あたりまえ」について，特にキリスト教の影響も少なくない性倫理の視点から考え直す。 

 

We will reconsider the “ordinary,” especially from the viewpoint of sexual ethics, which has been significantly influenced by 

Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，性というものが人間の大切な要素の一つであることが見直され，また多様化していく中，様々な性のあり方について，新し

いキリスト教の視点からどうそれを肯定していけるのか。キリスト教の真随を学びつつ，そこから生まれる新たな性倫理の可能性

を共に探る。 

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

社会的に，宗教的に，個人的に認められない性。それらがなぜ認められなくなったかを歴史や社会通念を通して学ぶと同時に，

果たしてそれが正しいのかを考える作業を行う。 

＜扱う可能性のある事項＞ 

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

婚外交渉，近親姦，小児愛，買売春，ＳＭ,など。性に対して多くの枠を規定してきたキリスト教の根拠をも検証しながら，各自の納

得の中で性倫理を築き上げていく。 

 

Today, as sexual values are being reconsidered as an important element of humanity and are diversifying, how can we 

acknowledge such diverse sexual values from a new viewpoint of Christianity? Learning the essence of Christianity, we will 

explore the possibility of new sexual ethics that arise therefrom. 

The lecture will be centered on your questions and comments. We plan to invite a guest speaker. 

There are sexual values that are not accepted socially, religiously, or personally. We will learn why such values were not 

accepted through history and social norms and consider whether it is right not to accept those values on such grounds. 

<Matters that may be covered> 

Homosexuality; bisexuality; asexuality; transgender and gender dysphoria; disorders of sex development (DSD); HIV and AIDS; 

marriage, divorce, unmarriedness, and anti-marriage; extramarital relationships; incest; pedophilia; prostitution; SM; and others. 

Verifying the grounds on which Christianity has imposed many limitations on sexual values, each of you will form sexual ethics 

that you agree with. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 性を表す３つの視点「セックス」「ジェンダー」「セクシュアリティ」 

2. 性の多様性１「性的指向」 

3. 性の多様性２「性自認」ほか 

4. 性の多様性３、ゲストスピーカー 

5. キリスト教と LGBT１ 

6. キリスト教と LGBT２ 

7. 「性暴力」とキリスト教 

8. 結婚と性 

9. 模擬結婚式 

10. 既婚、未婚、非婚、反婚、ゲストスピーカー 

11. 性産業を考える 

12. ディスカッション 

13. HIV/エイズと性、ゲストスピーカー 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(34%)/普段のリアクションペーパー(33%)/「まとめ」のリアクションペーパー(33%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書 

 

参考文献（Readings） 

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

406611-3) 

2. 松本俊彦ほか、2016、『中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド』、日本評論社 (ISBN:ISBN978-4-535-90440-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プライバシーを重んじます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA391／キリスト教学講義３７ 

(Lectures on Christian Studies 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 地塩(MIWA CHISHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本独自のキリスト教一形態の「キリシタン」について、その「記憶」「記録」を通して学問的理解を深めるとともに、従来語られてき

た「キリシタンイメージ」の再検討を目標とする。 

 

The Kirishitan were a group of Christians unique to Japan. Our goal is to deepen our academic understanding of them through 

their memories and records and reconsider the conventional Kirishitan image. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 2018 年に世界文化遺産として「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が登録され、「にわかキリシタンブーム」によって多

くのメディアがこれを取り上げているため目にする機会が増えている。誰もが一度は聞いたことがあり、義務教育の中で或いは雑

学的知識として「何となく」知っている「キリシタン」のステレオタイプなイメージは何に由来するのであろうか。この授業では、キリ

スト教の一形態である「キリシタン」という存在について、これが如何に語られ、如何なる経緯によって、我々のイメージの中に

「像」として形成されてきたのか。とりわけ長崎諸地域のキリシタンに焦点を当て、歴史として叙述（記録）され、「語られ」てきたキ

リシタン像の微細に生じたズレを幾つかの個別具体事例を取り上げて学ぶ。 

 初めに、織豊期から徳川期のキリシタン時代、特に 17 世紀以降のいわゆる「迫害期・潜伏期」と呼ばれる時代の出来事につい

て、「イメージ」と「語り」の齟齬について確認する。明治期に入り迫害が更に強まる中、「浦上四番崩れ」と呼ばれるキリシタン最

大の捕縛事件が起こるが、この時期にもキリシタンの「実像」と「される」叙述と語りが生まれ、また、殉教者を顕彰するための「聖

地化」という現象が生まれる。この授業では、特に迫害が厳しかったと言われる津和野藩において流配された信徒（長崎浦上キリ

シタン）たちに起こった具体事例について検討する。 

 

 The Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region were registered as a World Heritage Site in 2018, and we see the sites 

more often on the media due to the sudden Kirishitan fad. Everyone has at least once heard of the Kirishitans, or has some kind 

of idea about their stereotypical image from compulsory education or as trivia. But where does that stereotypical image come 

from? In this class, we will learn how the story of the Kirishitans, a Christian group, has been told and the backdrop against 

which their image has been formed in our imagination. In particular, focusing on the Kirishitans of the Nagasaki region, we will 

look into some individual cases in which the image of Kirishitans that was written down (recorded) as history and that has been 

handed down to us has undergone subtle changes. 

 First, we will look into the discrepancies between the images and stories regarding Kirishitans from the Azuchi-Momoyama 

period to the Edo period, especially from the 17th century onward, the period of so-called age of persecution and hiding. As 

persecution intensified in the Meiji era, the biggest crackdown on Kirishitans known as the Urakami Yoban Kuzure incident 

occurred. Also in this period, historical records that are supposed to reflect the real image of the Kirishitans were formed, and a 

phenomenon known as sanctification of places for celebrating the martyrs emerged. In this class, we will consider the case of 

the believers (Kirishitans of Urakami, Nagasaki) who were exiled to Tsuwano Domain, in which persecution is said to have been 

particularly intense. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キリシタン史の概観 

3. 最盛期のキリシタン 織豊期（16 世紀） 

4. 潜伏期のキリシタン（1） 「踏絵」を巡る言説 

5. 潜伏期のキリシタン（2） 島原・天草一揆 

6. 潜伏期のキリシタン（3） 元和の大殉教・日本各地のキリシタン迫害 

7. 明治期のキリシタン（1） 浦上四番崩れ 

8. 明治期のキリシタン（2） 流配キリシタン 

9. 明治期のキリシタン（3） 津和野藩の事例 

10. イメージ化と聖地化（1） 文学、聖画、映像 

11. イメージ化と聖地化（2） キリシタン史跡の聖地化について 

12. 「殉教」の「語り」（1）   殉教についての記録 

13. 「殉教」の「語り」（2）   「聖母マリアの出現」の「語り」 
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14. 浦上信徒と長崎原爆の語り 

 

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

 日本キリスト教史を概観しておくことが望ましい。また、授業で取り上げた書籍や関連事項について、各自確認し、理解を深める

ことを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(30%)/出席および受講態度(20%) 

2019 年 4 月 22 日付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前の記載内容】レポート試験 50％、平常点 50％（リアクションペーパー

30％、授業への出席 20％） 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学原典講読１ 

(Advanced Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文神学書の講読入門 

担当者名 

（Instructor） 
市原 信太郎(ICHIHARA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ついて基礎的知識を得る。 

 

You will develop the capability to utilize foreign literature for theological research and acquire the basic knowledge about 

Christian service through carefully reading through fundamental theological texts written in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝に関する，英文の初歩的な神学書の講読。 

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

容を報告していく。 

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

 

Reading elementary theological texts written in English relating to Christian service. 

After practicing the basics of academic reading, including ways to read books and create summaries, using supplementary 

materials, you will give a presentation on your assigned section of the book. 

In each lesson, you will not only be required to submit assignments but also read through other sections and give a brief report 

about your views on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介、授業内容の説明、英語力の簡単な確認 

2. 基礎事項：英文の読み方、レジュメの書き方、キリスト教礼拝の基礎知識 

3. 文献講読 (1) 

4. 文献講読 (2) 

5. 文献講読 (3) 

6. 文献講読 (4) 

7. 文献講読 (5) 

8. 文献講読 (6) 

9. 文献講読 (7) 

10. 文献講読 (8) 

11. 文献講読 (9) 

12. 文献講読 (10) 

13. 文献講読 (11) 

14. 文献講読 (12) 

 

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

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

チャペルその他におけるキリスト教礼拝への参加経験が強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラスでの発表ならびにレジュメ提出(60%)/出席と予習課題(40%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時(2 回目を予定)に必要箇所を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard 上にて適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学原典講読２ 

(Advanced Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
米国の「人工妊娠中絶論争」をめぐるキリスト教倫理的考察 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国カリフォルニア州立大学の Anne Eggebroten が編集執筆した、"Abortion: My Choice, God's Grace : Christian Women Tell 
Their Stories. Hope Publishing House. Kindle 版. "を講読しながら、キリスト教倫理学の古典的課題である「人工妊娠中絶の是

非」について考える。   

 

Reading through “Abortion: My Choice, God’s Grace: Christian Women Tell Their Stories. Hope Publishing House. Kindle Edition” 

by Anne Eggebroten of California State University, we will consider one of the classic issues of Christian ethics, “Is abortion 

right or wrong?”   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

You will carefully read through your assigned section of a text and give a presentation and raise a topic; then, all participants 

will engage in a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 米国の人口妊娠中絶論争（Pro-Life vs. Pro-Choice） 

2. 精読と考察  担当者による発表と討議   Heidi Vanderhorn, "The baby I could not give away" 

3. 精読と考察  担当者による発表と討議   Barbara Hernandez, "That Terrible Night," 

4. 精読と考察  担当者による発表と討議   Wanda Payne, "Abortion: Then & Now," 

5. 精読と考察  担当者による発表と討議   Christine Wilson, "From Guilt to Grace" 

6. 精読と考察  担当者による発表と討議   Katherine Emery, "Mother of Two−Not Four" 

7. 精読と考察  担当者による発表と討議   Elise Randall, "Cracking Up−Or Coping" 

8. 精読と考察  担当者による発表と討議   Claudia Davis, "A Pastor's Wife Faces Truth" 

9. 精読と考察  担当者による発表と討議   Jo McIntosh, "Pressure To Be Perfect" 

10. 精読と考察  担当者による発表と討議   Joyce Owens, "Obeying My Husband" 

11. 精読と考察  担当者による発表と討議   Bonnie Moser, "Trying Freedom, Finding Myself" 

12. 精読と考察  担当者による発表と討議   Terri Myers, "Hepatitis, Anorexia−and Pregnancy?" 

13. 精読と考察  担当者による発表と討議   Lucine Gadoorian, "Our Pain Becomes Our Power" 

14. 精読と考察  担当者による発表と討議   Angela Alvarez, "Of Toddlers and Twins" 

 

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

各自の責任であらかじめテキストを入手し、精読しておくこと。タブレット等にダウンロードして毎回クラスに持参する（テキストのコ

ピー配布はしない）。テキストは紙媒体でも入手可能だが、Kindle 版（789 円）をお勧めする。発表担当者は、それぞれ出席人数

分のレジュメを作成しておき、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

単位取得のためには、全 14 回中 10 回以上の出席が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anne Eggebroten, editor.. 1994. Abortion: My Choice, God's Grace : Christian Women Tell Their Stories. New Paradigm Books, 

California, (ISBN:0-932727-69-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Paul T. Stallsworth, editor,. 1997. The Right Choice, Pro-Life sermons. Abingdon Press, Nashville, (ISBN:0-687-05079-0) 

 

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

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

 

  



 - 108 - 

■AA413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学原典講読３ 

(Advanced Reading on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本キリスト教史の代表的文章を文語体で読解する力を高める。 

 

You will enhance your capabilities in comprehending representative texts in literary style on the history of Christianity in 

modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

We will go over literary-style grammar, read aloud texts selected from the Anthology of Famous Works on Christianity in Modern 

Japan, Collection of Christian Newspapers in Modern Japan, translate them into colloquial style, and discuss the background to 

and significance of the literature. All students will participate in the reading-aloud session held in each class, while translation 

into colloquial style will be done by groups. We will further deepen our understanding of the texts through class-wide 

discussions held after group presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，役割分担の決定 

2. 文献の背景紹介 

3. 講読・研究発表 

4. 講読・研究発表 

5. 講読・研究発表 

6. 講読・研究発表 

7. 講読・研究発表 

8. 講読・研究発表 

9. 講読・研究発表 

10. 講読・研究発表 

11. 講読・研究発表 

12. 講読・研究発表 

13. 講読・研究発表 

14. 総括 

 

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

各自に与えられた資料から、各自の興味に沿って、授業内に紹介するテキストを選定し、精読して、必要に応じて単語の読み・意

味内容や文法事項について調べておくこと。テキストの歴史的背景について調べ、その文脈における意義を考えるための関連事

項の説明を含めた配布資料（出席人数分）を準備し、当日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加(60%)/講読・研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自で選定を行う資料集のコピーが初回授業にデジタル媒体で提供される。履修者は資料集を受け取るために USB メモリを持

参する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

その他の参考文献は必要に応じて提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学原典講読４ 

(Advanced Reading on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイケル・カミーユ著『ゴシック美術―栄光のヴィジョン―』を読む 

担当者名 

（Instructor） 

大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

 

2019 年 6 月 24 日変更（変更理由：担当者変更のため） 

【変更前の記載内容】高木真喜子 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、英語原典を的確に訳し、内容を理解できるようになることです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、Michael Camille, Gothic Art. Glorious Visions （London 1996）の講読を通じて、英文とキリスト教美術について学

ぶ。著者マイケル・カミーユ（1958-2002 年）は、英国に生まれ、シカゴ大学で教鞭をとった美術史家であり、その短い人生におい

て中世美術の見方に新たな目、新たな展望（ヴィジョン）をあたえた研究者として知られる。彼の著作のなかでも、欧米で多くの読

者を獲得したゴシック美術の入門書として名高いものが本書である。もとより本書は単なる解説書ではなく、一たび読み進めれ

ば、古い時代の芸術作品が現代の我われの前に生きいきと現れてくるような、知的テキスト（全 5章、全 15 節）である。英文とし

て決して難解な文体ではないものの、美術、歴史、文化、文学、宗教、思想に関する知識を本書は前提としている。したがって授

業の進め方としては、初回以後テキストの予習を必須とし、講師が適宜内容を説明しながら、講読してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. INTRODUCTION: New Ways of Seeing Gothic Art  

1. The Gothic Look (pp.9-15) 

2. INTRODUCTION: New Ways of Seeing Gothic Art  

2. Modes of Vision (pp.16-21) 

3. Seeing and Knowing (pp.21-25) 

3. Ch.1. New Visions of Space  

1. The Heavenly Jerusalem (pp.27-40) 

4. Ch.1. New Visions of Space  

2. Celestial Light (pp.41-57) 

5. Ch.1. New Visions of Space  

3. Earthly Vistas (pp.57-69) 

6. Ch.2. New Visions of Time 

1. Time Past (pp.73-88) 

2. Time Future (pp.88-92) 

7. Ch.2. New Visions of Time 

3. Time Present (pp.92-99) 

8. Ch.3. New Visions of God  

1. Public Visions (pp.103-115) 

9. Ch.3. New Visions of God 

2. Private Visions (pp.115-120) 

3. Mystical Visions (pp.120-131) 

10. Ch.4. New Visions of Nature 

1. Flowers and Gardens (pp.133-143) 

11. Ch.4. New Visions of Nature 

2. Beasts and Birds (pp.143-150) 

3. Bodies and Borders (pp.151-161) 

12. Ch.5. New Visions of the Self 

1. Portraits and Performers (pp.163-167) 

2. Mirrors and Lovers (pp.167-173) 

13. Ch.5. New Visions of the Self 

3. Artists and Viewers (pp.173-183) 

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

履修者には、予め英語テキストを読み、文章的・内容的に不明な箇所を洗いだしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(40%)/授業と課題に対する姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

授業中に私語をかわす者、惰眠をむさぼる者、スマホゲームに興じる者、興味のない者の出席を禁じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Michael Camille. 1996. Gothic Art. Glorious Visions. Laurence King Publishing Limited (ISBN:0-13-183060-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学原典講読５ 

(Advanced Reading on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパにおける宗教 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語文献の講読を通じて、ヨーロッパという地域における宗教の展開に関する基本的知識を獲得する。 

 

We will acquire basic knowledge of the development of religion in Europe through reading German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ各地域における宗教の展開についてのドイツ語の文献講読を行う。その際に、必要に応じて補助的に邦語文献の講読

も行う。 

 

We will read German literature on the development of religion in the various regions of Europe. As necessary, we will read 

Japanese literature as supplementary material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 導入：宗教とは 

3. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 1（原典講読） 

4. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 2（原典講読） 

5. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 3（原典講読） 

6. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 4（原典講読） 

7. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 5（原典講読） 

8. 西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北ヨーロッパにおける展開 6（原典講読） 

9. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 1（原典講読） 

10. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 2（原典講読） 

11. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 3（原典講読） 

12. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 4（原典講読） 

13. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 5（原典講読） 

14. 東ヨーロッパ、バルカン諸国における展開 6（原典講読）、まとめ 

 

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

毎回の講読テキストを予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加、取り組み方(50%)/授業内で指示する複数回の提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読テキストは、授業において配布する。 

 

参考文献（Readings） 

Christoph Auffarth, Jutta Bernard, Hubert Mohr (hrsg.), Metzler Lexikon Religion: Gegenwart, Alltag, Medien (J.B. Metzler, 2005) 

その他の文献は、授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講する者は、ドイツ語基礎文法を習得していることを前提とする。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ヘブライ語原典講読 

(Advanced Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

旧約聖書を原語で読む 

Reading the Hebrew Bible in Hebrew 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧約聖書中の物語を辞書を使いながら原語で読めるようになる。 

 

To be able to read biblical stories in Hebrew, using dictionaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書中のサムエル記下に収められたバト・シェバ物語（サムエル記下 11 章～12 章）を原語で読む。履修者がヘブライ語の

テキストを音読し、それを日本語または英語に翻訳する。必要に応じて、テキスト中の語句の文法的説明を行う。 

 

We will read the story of Bathsheba (2 Samuel 11-12) in the Second Book of Samuel from the Hebrew Bible in Hebrew. 

Participants are requested to read the Hebrew text aloud and translate it either into Japanese or into English. When necessary, 

participants are required to grammatically explain the words and phrases in the text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. サムエル記下 11 章 1～5 節(2 Samuel 11:1-5) 

3. サムエル記下 11 章 6～10 節(2 Samuel 11:6-10) 

4. サムエル記下 11 章 11～15 節(2 Samuel 11:11-15) 

5. サムエル記下 11 章 16～20 節(2 Samuel 11:16-20) 

6. サムエル記下 11 章 21～25 節(2 Samuel 11:21-25) 

7. サムエル記下 11 章 26～27 節(2 Samuel 11:26-27) 

8. 中間テスト(Midterm Test) 

9. サムエル記下 12 章 1～5 節(2 Samuel 12:1-5) 

10. サムエル記下 12 章 6～10 節(2 Samuel 12:6-10) 

11. サムエル記下 12 章 11～15 節(2 Samuel 12:11-15) 

12. サムエル記下 12 章 16～20 節(2 Samuel 12:16-20) 

13. サムエル記下 12 章 21～25 節(2 Samuel 12:21-25) 

14. 最終テスト(Final Test) 

 

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

履修者には辞書（必要であれば文法書とコンコーダンスも）を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられ

る。中間テスト・最終テストに備えて、読んだテキストを復習する。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries and when necessary grammar 

books and concordances. Participants are required to review the texts read in the class in order to prepare for the midterm and 

final tests. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(Midterm Test)(30%)/授業の準備(Preparation for Class)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:3438052229) 

2. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法改訂版』、青山社 (ISBN:4883593207) 

旧約聖書を原語で読むので、ヘブライ語 1・2 もしくはそれに相応する文法の知識を前提とする。ヘブライ語中級講読を履修して

いることが望ましい。講読に必要なヘブライ語文法の未修者への対応はしない。 

Biblica Hebraica は毎回持参すること。 

The class is designated for the students who took the courses "Biblical Hebrew 1 and 2", and preferably also "Intermediate 

Reading in Hebrew". 

Bring Biblia Hebraica to every class. 
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参考文献（Readings） 

1. 山田恵子、2012、『ニューエクスプレス 古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:4560086079) 

2. T. O. Lambdin. 1973. Introduction to Biblical Hebrew. Darton Longman and Todd (ISBN:0232513694) 

3. W. L. Holladay. 1972. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Based upon the Lexical Work of Ludwig 
Koehler and Walter Baumgartner. Eerdmans (ISBN:0802834132) 

4. F. Brown et al.. 1996. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon: With an Appendix Containing the Biblical 
Aramaic : Coded With the Numbering System from Strong's Exhaustive Concordance of the Bible. Hendrickson 

(ISBN:1565632060) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

The course would be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ギリシア語原典講読 

(Advanced Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プラトーン『イオーン』講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学んだ人が、原典を自分で読む能力を養う（参加者は「ギリシア語１」および「ギリシア語２」を履修

済みであるか、同等の内容を習得済みであることが望ましい）。また、古典期アテーナイを中心に古代ギリシアの文化について理

解を深めること、英語で書かれた辞書・文法書・注釈書の取り扱いに慣れること、本文校訂の問題について初歩的な知識を学ぶ

ことなども目指す。 

 

Students who have learned the basics of ancient Greek grammar will develop their ability to read original texts (Participants 

should preferably have taken Greek 1 and Greek 2, or have attained a similar level of proficiency in Greek). Further goals include 

deepening your understanding of ancient Greek culture, especially that of classical age Athens, getting used to handling 

dictionaries, grammar books, and commentaries in English, and gaining elementary knowledge of the problems of textual 

criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

辞書・文法書・注釈書を用いてプラトーン『イオーン』を原典で講読する。講読に際してはギリシア語を文法的に正確に読解するこ

とを最も重視する。同時に、この対話の主題である、詩人の才能や詩の役割についての古代ギリシアにおける見方についても議

論する。 

 

Using dictionaries, grammar books, and commentaries, we will read Plato’s Ion in the original. When reading the text, we will 

attach the great importance to grammatically correct interpretation. We will also discuss the views that the ancient Greeks had 

on poetic talent and the role of poetry, which is the theme of this dialogue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1 

3. 原典講読 2 

4. 原典講読 3 

5. 原典講読 4 

6. 原典講読 5 

7. 原典講読 6 

8. 原典講読 7 

9. 原典講読 8 

10. 原典講読 9 

11. 原典講読 10 

12. 原典講読 11 

13. 原典講読 12 

14. 原典講読 13 

 

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

授業で扱う箇所のギリシア語を辞書・文法書を用いてあらかじめ読み、注釈書に目を通したうえで翻訳する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解（授業における翻訳の発表）(60%)/授業中の発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Murray (ed.). 1996. Plato on poetry : Ion, Republic 376e-398b9, Republic 595-608b10. Cambridge University Press 
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(ISBN:9780521349819) 

2. A. Rijksbaron (ed.). 2007. Plato Ion or: On the Iliad. Brill (ISBN:9789004163218) 

3. H. G. Liddell, R. Scott (eds.). 1889. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford University Press (ISBN:9780199102068) 

4. H. W. Smyth, rev. by G. M. Messing. 1956. Greek Grammar. Harvard University Press (ISBN:9780674362505) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

 

  



 - 117 - 

■AA418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ラテン語原典講読 

(Advanced Reading in Latin) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語のテキストについて、文法構造を理解した上で訳すことが出来るようになることを目指す。 

 

The aim is for you to become able to translate Latin texts, based on an understanding of grammatical structure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、事前に決めた担当者に文法解析及び訳をしてもらい、担当教員が必要に応じて文法事項の復習や補足を行う。 

 

テキストはカエサル、キケロー、オウィディウス、ティトゥス・リウィウス、セネカ、アウグスティヌス、ボエティウス、アルクィヌス、クレ

ルヴォーのベルナルドゥス、アルベルトゥス・マグヌス、トマス・アクィナス、ヤコブス・ヴォラギネなどの著作から、二つないし三つ

程度を受講者の習熟度や希望に応じて選択する。 

 

受講にあたっては初級文法を一通り学んでいることが望ましいが、独学などである程度の文法知識があれば受講可能である。 

 

In the class, preassigned students will provide a grammatical analysis and translation of the designated section, and, as 

necessary, the course instructor will give review and supplementary explanation on grammatical matters. 

Out of texts written by the following authors, two or three of them will be chosen according to your proficiency levels and 

requests: Caesar, Cicero, Ovid, Livy, Seneca, Augustine, Boethius, Alcuin, Bernard of Clairvaux, Albertus Magnus, Thomas 

Aquinas, Jacobus da Varagine, and others. 

Although it is desirable that you have learned basic Latin grammar before taking the course, you can take the course if you 

have studied by yourself and acquired a certain level of grammatical knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 原典購読（1） 

3. 原典購読（2） 

4. 原典購読（3） 

5. 原典購読（4） 

6. 原典購読（5） 

7. 原典購読（6） 

8. 原典購読（7） 

9. 原典購読（8） 

10. 原典購読（9） 

11. 原典購読（10） 

12. 原典購読（11） 

13. 原典購読（12） 

14. 原典購読（13） 

 

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

指定された担当者は事前に文法解析及び訳を行っておく必要があるが、担当者以外も事前に予習しておくことが望ましい。 

授業後には担当箇所かどうかにかかわらず、その授業で扱った範囲を後で見返したときに理解出来るようなかたちでまとめてお

くことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/授業参加状況、参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. P.G.W. Glare. 2012. Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press (ISBN:978-0199580316) 

4. Albertus Magnus. 1993. De causis et processu universitatis a prima causa. Aschendorff (ISBN:978-3-402-03020-2) 

5. Albertus Magnus. 2008. De homine. Aschendorff (ISBN:978-3-402-10106-3) 

6. Albertus Magnus. 2015. Super I Librum Sententiarum Distinctiones. Aschendorff (ISBN:978-3-402-10115-5) 

7. Albertus Magnus. 1993. Super Dionysium De caelesti hierarchia. Aschendorff (ISBN:978-3-402-04740-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 2 

担当者名 

（Instructor） 
山野 貴彦(YAMANO TAKAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の正典である聖書は基本的に旧約聖書と新約聖書の 2 部から成る。本講座はその中の新約聖書を取り扱う。 

新約聖書の 27 文書は各々何を伝えようとしているのか、そもそも 27 文書に至った経緯はどのようなものであったのか。キリスト

教の基礎を築き、世界史上多大な影響を人々に与え続けてきた新約聖書という書物の理解に迫ることを目指す。 

 

The Bible is the sacred book of Christianity and is basically composed of the Old Testament and New Testament. This course 

will focus on the New Testament. 

What messages do each of the 27 books in the New Testament aim to convey to us, and what was the process behind those 27 

books being included? Our aim is to gain a better understanding of the New Testament, which built the foundation of 

Christianity and has continued to have a huge impact on people in the world history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書に収められた 27 文書のそれぞれについて、成立事情や意義および内容を宗教的・歴史的・考古学的に解説する。 

また、新約聖書は後世の様々な事柄（文学や芸術、社会運動など多分野）に影響を与えたものであるため、その影響史について

も言及する。 

 

We will cover the background to the establishment, significance, and content of each of the 27 books included in the New 

Testament from a religious, historical, and archaeological approach. 

As the New Testament influenced many later developments of literature, art, social movements, and many other areas, we will 

also look into the history of such influence. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新約聖書とは何か 

2. マルコ福音書 

3. マタイ福音書 

4. ルカ福音書 

5. ヨハネ福音書 

6. ナザレのイエスという男の生涯とその歴史的意義 

7. 使徒行伝 

8. パウロ書簡 

9. タルソスのパウロという男の生涯とその歴史的意義 

10. 第 2 パウロ書簡 

11. ヘブライ書簡と公同書簡 

12. ヨハネ黙示録 

13. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(1) 

14. 信仰共同体の形成――シナゴーグと教会(2) 

 

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

具体的な課題は要求しないが、個々人の関心と聖書とが近接する事柄について注視することを望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーにおける見解の提示(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『新共同訳聖書（旧約聖書続編付き）』、日本聖書協会 

聖書は日本聖書協会共同訳（2018 年）、岩波訳（合本版：2004-2005 年）などもよい。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大貫隆／山内眞（監修）、2003、『新版 総説新約聖書』、日本キリスト教団出版局 

2. ゲルト・タイセン（大貫隆訳）、2003、『新約聖書 文学・歴史・宗教』、教文館 

その他にも適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代社会の理解に不可欠な宗教改革以降のキリスト教の歴史について考察を深め、その発展に貢献した人物や思想、構造的な

転換などの基本的な流れを確認したい。 

 

We will study in detail the history of post-Reformation Christianity, which is essential for understanding modern society, we will 

learn the basic history of the people, ideas, and structural shifts that contributed to its development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まずルター、再洗礼派、カルヴァンという三つの異なる側面に光をあて、宗教改革という 16 世紀ヨーロッパに混乱を

招いた現象を分析する。次に、三つの近代革命とそれを準備した思想的な発展を分析する。さらに革命以降の西洋社会がどのよ

うに近代化をすすめ、そのなかでキリスト教が果たした役割を理解する。最後に、カール・バルト（1886–1968）やグレシャム・メイチ

ェン（1881–1937）といった 20 世紀初頭の神学者たちが、近代社会の諸問題に対してどのような問題を提起したのかを読み解い

ていく。本講義は、主に西洋社会におけるキリスト教の歴史が対象となるが、同時に非西洋世界との接点にも光を当てつつ考察

を進める。 

 

In this lecture, we will first focus on three different aspects, namely Luther, the Anabaptists, and Calvin, and analyze the 

Reformation, a phenomenon that brought chaos to 16th-century Europe. Next, we will analyze the three modern revolutions and 

the ideological developments that served as a foundation for them. Furthermore, you will gain an understanding as to how post-

revolution Western society drove modernization and what role Christianity played in that process. Lastly, we will look into what 

sort of issues early-20th-century theologians such as Karl Barth (1886-1968) and John Gresham Machen (1881-1937) raised in 

relation to the various problems modern society faces. In this lecture, we will mainly deal with the history of Christianity in 

Western society, but we will also shed light on points of contact with the non-Western world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 宗教改革１：ルター 

3. 宗教改革 2：再洗礼派 

4. 宗教改革 3：カルヴァン 

5. 啓蒙思想：聖書批評と政治的な解放 

6. 近代革命１：清教徒革命と王権神授説 

7. 近代革命２：フランス革命と教皇庁 

8. 近代革命 3：アメリカ革命とプロテスタンティズム 

9. 近代化 1：ドイツ・リベラリズムの誕生 

10. 近代化 2：アメリカ福音主義と奴隷制度 

11. 近代化 3：アジア・アフリカにおける植民地支配と宗教 

12. 反近代 1：カール・バルトと神学的フロント世代 

13. 反近代 2：グレシャム・メイチェンとスコープス裁判 

14. 総括と討論 

 

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

週ごとのリーディングアサインメントがあるので、読んだ上で講義の前に行う小テスト（10 回）に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(40%)/講義への参加状況（コメントシートを含む）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フスト・ゴンザレス、2003、『キリスト教史 (下巻) 』、新教出版社 (ISBN:4400221156) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２ 

(Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学 2 

担当者名 

（Instructor） 
杉江 拓磨(SUGIE TAKUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教およびユダヤ教の正典である旧約聖書をなす各書がどのような過程を経て成立したか、考え、そこから、旧約聖書に込

められた思想の理解を深める。 

 

Reconstructing the composition process of the sacred scriptures of both Judaism and Christianity, commonly called the Old 

Testament in the Christian tradition, we will appreciate their theological significance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

旧約聖書は今日一般に 1 冊に製本されて発行されているため、1 つの書物とイメージする人もいるかもしれないが、実は異なる

人々が異なる時代や場所で記した多様な文書を集めたものである。この授業では、旧約聖書に収められた各書がどのような背

景のもとに成立したと考えられるか、専門分野である旧約聖書学の知見に従って見ていく。 

 

Since the Old Testament is today printed within a single volume, you may think it is a single book. However, it is actually a 

collection of diverse books written by different persons in different eras and places. This course introduces students to the 

historical background which shaped each book of the Old Testament, also known as the Hebrew Bible, as it is understood by 

current Old Testament scholarship. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 正典としての旧約聖書とその本文 

3. 古代イスラエル史概観 

4. モーセ五書（律法）1：文書資料仮説 

5. モーセ五書（律法）2：原初史と族長物語 

6. モーセ五書（律法）3：出エジプトと法伝承 

7. 申命記史書（前の預言者）1：申命記史書の概要 

8. 申命記史書（前の預言者）2：申命記史書の成立 

9. 申命記史書（前の預言者）3：申命記史書の編集 

10. 預言書（後の預言者）1：北王国の預言者 

11. 預言書（後の預言者）2：南王国の預言者 

12. 預言書（後の預言者）3：王国滅亡後の預言者 

13. 諸書 

14. まとめ 

 

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

予習として指示されたテキストを熟読する。復習として授業中に取ったノートを整理して授業内容をまとめる。必要に応じて 

Blackboard 上で授業時間外の学習に関する指示を行うこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書（翻訳）。訳は特に指定しないが、聖書に関心の高い学生には「旧約聖書続編」（第 2 正典）付きのものを薦める。 

 

参考文献（Readings） 

1. C. レヴィン、2004、『旧約聖書：歴史・文学・宗教』、教文館 (ISBN:4764266474) 

2. 池田裕ほか監修、2007、『新版 総説 旧約聖書』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818406377) 

3. 並木浩一・荒井章三編、2012、『旧約聖書を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:9784790715566) 

4. K. シュミート、2013、『旧約聖書文学史入門』、教文館 (ISBN:9784764273719) 
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ほかに授業内で適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は原則として講義形式で行う。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３ 

(Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過去２０００年のキリスト教史および様々な文化・思想に大きな影響を与えたヨハネ福音書の思想を理解する。 

 

We will gain an understanding of the field of the thoughts of the Gospel according to John, which have had their great influence 

on Christian history and various cultures and ideas over the past two millennia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書の四つの福音書の中の一つであるヨハネ福音書の思想を学ぶ。ヨハネ福音書の言う「罪」と「救い」について、またその

共同体論などを中心に理解していき、新約聖書の他の福音書やパウロ書簡との違いも参照してみる。そしてそのようなヨハネ福

音書の思想を現代の視点と照らし合わせ、現代の文化・思想を理解する一助とする。 

 

We will learn the ideas of the Gospel according to John, one of the four Gospels included in the New Testament. We will mainly 

look into what the Gospel according to John refers to as “sin” and “salvation,” as well as its community theory, and also look at 

the differences between the Gospel and the synoptic Gospels of the New Testament and  Paul’s Epistles. Then, we will aim to 

gain a better understanding of contemporary culture and ideas in light of the ideas of the Gospel according to John. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、ヨハネ福音書概論 

2. ヨハネ福音書の原初論 

3. ヨハネ福音書の終末論 

4. ヨハネ福音書の共同体論１ 

5. ヨハネ福音書の共同体論２ 

6. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」１ 

7. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」２ 

8. ヨハネ福音書の「罪」と「救い」３ 

9. ヨハネ福音書から見る「洗礼」「聖餐」等の儀式 

10. ヨハネ福音書とパウロ書簡の思想の相違１ 

11. ヨハネ福音書とパウロ書簡の思想の相違２ 

12. 現代思想とヨハネ福音書の思想１ 

13. 現代思想とヨハネ福音書の思想２ 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意する。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ８ 

(Lectures on Christian Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学 2 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO 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） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の宗教学では、政治と宗教の関係に注目が集まっている。とはいえ、政治と宗教の関係は多岐にわたり、その包括的な理解

は非常に難しい。そこで、本講義では、政治と宗教の関係をとりわけその「権力論」に光をあてつつ、歴史的に考察したい。また同

時に、西欧と日本という大きく異なる文化圏における宗教権力のあり方を比較することで、政治的な領域における宗教のダイナミ

ズムを重層的に明らかにしていく。 

 

Recently, the relationship between politics and religion has gained much attention in religious studies. However, the relationship 

between politics and religion is diverse, and it is very difficult to gain a comprehensive understanding of it. In this lecture, we will 

historically examine the relationship between politics and religion, especially through shedding light on theories of political 

power. Additionally, by comparing the state of religious power in Western Europe and Japan, which are two very different 

cultural areas, we will look into the dynamism of religion in the area of politics from a multi-layered approach. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず宗教的な権力についての理解が中世から啓蒙時代へ移り変わるにつれてどのように変化していったのかを分

析する。なかでもスピノザの『神学・政治論』（1670 年）に注目し、その権力論が 18 世紀においてどのような発展を遂げたのかを

明らかにしていく。また同時代の日本社会における宗教の問題に注目し、とりわけキリシタンの存在が江戸の宗門主義の構築に

果たした役割をみていきたい。さらに、19 世紀において近代の政治システムが各地で興隆するにあたって発展した、三つの異な

る宗教権力論を分析する。同時に 19 世紀後半の日本における近代化とそれに付随する宗教権力の変化に光をあてる。最後

に、世界大戦という未曾有の暴力に対して、宗教が行使した、あるいはすべきだったができなかった権力についての考察を深め

る。 

 

In this lecture, we will analyze how the understanding of religious power changed from the Middle Ages to the Enlightenment. In 

particular, we will focus on Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus (1670) and elucidate how his theory of political power was 

developed in the 18th century. We will also look into the problem of religion in Japanese society in the same era, especially the 

role that Christians played in the formation of sectarianism in Edo. Furthermore, we will analyze three different theories of 

religious power that developed when modern political systems emerged in various places in the 19th century. We will also shed 

light on the process of modernization in Japan in the late 19th century and the changes in religious power that accompanied the 

process. Lastly, we will study in detail the power that religion exercised, or should have but could not exercise in the face of the 

unprecedented violence of the Second World War. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：中世社会から啓蒙時代へ 

2. スピノザという問題 

3. 近代市民宗教とスピノチストたちの戦い 

4. 江戸の公共宗教：キリシタン弾圧と宗派化 

5. 宗門主義と国学 

6. 近代政治システムと宗教：ドイツ・リベラリズム 

7. 近代政治システムと宗教：ディノミネーショナリズム 

8. 近代政治システムと宗教：ライシテ 

9. キリスト教社会と無神論 

10. 明治革命と宗教的パトス 

11. 法制化される諸宗教 

12. 世界大戦のなかの宗教：ドイツ・キリスト教と告白教会 

13. 世界大戦のなかの宗教：日本の諸宗教 

14. 総括 

 

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

宗教と政治についての課題図書リストを第一回目の講義で配布するので、そのなかから一冊選び、最終週までに提出する。最終
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テストは、講義内容をもとにした論述問題の問いを事前に配布し、当日はそのなかから無作為に選ばれた数問に答える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/議論への参加状況（コメントシートを含む）(30%)/ブックレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

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） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １０ 

(Lectures on Christian Studies 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想 2 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教との対話などを通して現代日本において提唱された「場／無の神学」（代表的人物として、八木誠一、小田垣雅也、小野寺功

らが挙げられる）を中心に、日本におけるキリスト教神学思想の語ろうとしていることを検討し、それを〈われわれ〉の問題として考

察していきたい。 

 

Focusing on the “theology of field/nothingness” that was advocated in contemporary Japan through dialogues with Buddhism 

(leading figures include Seiichi Yagi, Masaya Odagaki, and Isao Onodera), we will consider what Christian theological ideas in 

Japan attempt to convey, treating them as our own problem. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず「場／無の神学」を理解するために必要と思われる基礎の確認を数回にわたって行う。その後、本授業の中核となる「場／無

の神学」に関係性の深い幾つかの日本の（神学）思想について見ていく。それらを踏まえた上で、「場／無の神学」を提唱した八

木誠一、小田垣雅也、小野寺功らによって論じられていることを検討するとともに、そこで語りかけられている我々（／われ－われ

／〈われわれ〉）の問題の考察も行っていく。 

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

業終了時に提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られれば、個人が特定されないようにした上で

共有したいと思っている。授業は提出してもらったコメントの紹介や、コメント同士の議論、疑問への応答、コメントへの応答などを

しつつ進めていくため、積極的な参加を望む。 

また、進め方や扱う内容も、コメントから窺える受講者の興味などにより適宜調整する予定である。 

 

理解を深めるために、補助教材として映像資料を用いることも考えている。 

 

（「神学思想 1」は基本的に概要を見ていくものであったが、「神学思想 2」では、もう少し議論されている中身を掘り下げていくつも

りである。ただし、「神学思想 2」だけの受講でも理解できるよう、「神学思想 1」と重複する部分も扱うので、その点をご承知願いた

い。） 

 

First, through several classes, we will cover the basics that are considered necessary to understand the “theology of 

field/nothingness.” Then, we will consider several Japanese (theological) ideas that are deeply connected with the “theology of 

field/nothingness,” which is the central theme of the class. Based on the above, we will consider the arguments of Seiichi Yagi, 

Masaya Odagaki, Isao Onodera, who advocated the “theology of field/nothingness,” and also look into the problem of “we/us” 

that they raised. 

In the last 10 minutes or so of each class, you will write your opinions and questions in a reaction paper, which will also serve as 

confirmation of attendance, and submit it when the class ends. Some of them may be shared in the class in an anonymous form, 

provided that the submitter agrees to this. It is desirable that you participate actively, as a class will involve sharing submitted 

comments, discussions between students with different views, answering questions and comments. 

As necessary, the schedule and content of classes may be adjusted according to your interests from your comments 

suggested. 

In order to deepen your understanding, we may use visual materials as supplementary course material. 

Theological Ideas 1 basically offered an overview, while Theological Ideas 2 will involve looking into topics being discussed in 

more detail. Note, however, that in order for students who did not take Theological Ideas 1 to understand Theological Ideas 2, 

some areas covered in Theological Ideas 1 may be taken up again in Theological Ideas 2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「キリスト教」とわれわれ 1 

3. 「キリスト教」とわれわれ 2 

4. 「キリスト教」とわれわれ 3 

5. 「キリスト教」とわれわれ 4 

6. 「キリスト教」とわれわれ 5 
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7. 日本の神学思想 1 

8. 日本の神学思想 2 

9. 「場／無の神学」1 

10. 「場／無の神学」2 

11. 「場／無の神学」3 

12. 「場／無の神学」4 

13. 「場／無の神学」5 ＋その展開の可能性 

14. まとめ＋最終レポート提出 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加姿勢(30%)/コメントペーパー(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

単位修得には、原則として 2/3以上の出席（コメントペーパーの提出によって確認）、最低１回の長めのコメントの提出、最終レポ

ートの提出が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １９ 

(Lectures on Christian Studies 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教 1 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 秀武(YANO HIDETAKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義では、東南アジア、特にタイの事例を中心に、宗教が私的なものではなく、公的・民族的な要素を持つ社会の在り方を理

解し、また異文化としての宗教文化について学ぶ。具体的には、タイの主要な宗教である上座仏教、イスラーム、キリスト教などと

社会の関係、宗教の多様性、共生の在り方について学ぶ。 

 

In this lecture, we will mainly focus on Southeast Asia, especially Thailand, to gain an understanding of a society in which 

religion is not private but has public and ethnic elements and learn religious culture as a different culture. Specifically, we will 

learn the relationship of Thailand’s major religions, such as Theravada Buddhism, Islam, and Christianity, with society and 

religious diversity and coexistence. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 以下の 3 点が主要な内容となる。１、東南アジア諸国における、宗教の多様性や宗教と社会の関係、２、東南アジア大陸部（お

よび南アジアのスリランカ）を中心に広まる上座仏教と社会の関係、３、タイを事例に、1 つの国における宗教の多様性と共生の

在り方。 

 

The three main points of the course are as follows: 1. Religious diversity and the relationship between religion and society in 

Southeast Asian countries; 2. The relationship between society and Theravada Buddhism, which has spread mainly in Mainland 

Southeast Asia (and Sri Lanka in South Asia); 3. Religious diversity and coexistence in a single country, with the case of 

Thailand as an example. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説 東南アジアと宗教と社会 

2. 東南アジアの政教関係 

3. 上座仏教 歴史 

4. 上座仏教 思想 

5. 上座仏教 出家と在家 

6. 上座仏教 女性と仏教 

7. タイの事例１ 宗教の公共性 

8. タイの事例 2 キリスト教１ 

9. タイの事例 3 キリスト教２ 

10. タイの事例 4 イスラーム１ 

11. タイの事例 5 イスラーム２ 

12. タイの事例 6 華人の宗教 

13. タイの事例 7 バラモン・ヒンドゥー教 

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ついては、授業時に必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー等(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部真雄、2014、『タイを知るための 72 章』、明石書店 (ISBN:978-4750340371) 

2. 今井昭夫、2014、『東南アジアを知るための 50 章』、明石書店 (ISBN:978-4750339795) 
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3. 櫻井義秀・外川昌彦・矢野秀武、2015、『アジアの社会参加仏教』、北海道大学出版会 (ISBN:978-4832968127) 

4. 寺田勇文、2002、『東南アジアのキリスト教』、めこん (ISBN:978-4839601492) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式の授業で、映像資料も用いる。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA477 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２３ 

(Lectures on Christian Studies 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽 1 

担当者名 

（Instructor） 
佐野 隆(SANO 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） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教と音楽の関わりを歴史的に考察することで、キリスト教における音楽の意味・役割を理解する。 

 

We will understand the meaning and role of music in Christianity through examining the historical relationship between 

Christianity and music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古来キリスト教では、信仰や儀式上の必要などから何らかの音楽が求められ、多くの作品が生み出されてきた。本講義では、音

楽の歴史をたどりながら、各時代のキリスト教における信仰や典礼などとの関連を考察する。教父時代、東西の教会、プロテスタ

ント各派など、それぞれにおいて求められた音楽を、具体的な楽曲分析なども含めて紹介することで、キリスト教における音楽の

役割、さらに音楽自体への理解を深めることを目指す。 

 

Since ancient times, some form of music has been required in Christianity for worship and rituals, resulting in the creation of 

numerous musical works. This lecture will trace the history of music and consider the relation of music with Christian worship 

and liturgy in each era. By introducing music that was in demand in the days of the Church Fathers, in the Eastern and Western 

Churches, and in various Protestant sects, with detailed musical analysis, this course aims to deepen our understanding of the 

role of music in Christianity and, furthermore, of music itself. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：キリスト教と音楽 

2. 中世：単旋聖歌と教会旋法 

3. ルネサンス時代１：多声音楽１ 

4. ルネサンス時代２：多声音楽２ 

5. 宗教改革の時代 

6. キリスト教各派と音楽 

7. バロック時代１ 

8. バロック時代２ 

9. J. S. バッハの音楽１ 

10. J. S. バッハの音楽２ 

11. 古典派時代 

12. ロマン派時代 

13. 近代 

14. 20 世紀以降、まとめ 

 

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

授業中に一部しか聴けなかった曲の全体や、紹介できなかった音楽家の作品なども積極的に聴くこと。世界史の概説的な知識

は持っていてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2005、『キリスト教音楽の歴史』、日本キリスト教団出版局 

2. 大貫隆 他（編）、2002、『岩波キリスト教辞典』、岩波書店 

その他、授業中に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA479 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２５ 

(Lectures on Christian Studies 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史 1 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単に古典主義と反古典主義に割り切ることもできないこの二つの造形

概念の本質を理解すること。 

 

The Renaissance and Gothic art are the foundations of European art culture. We will understand the essence of these two 

concepts of formative art that cannot simply be divided into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は 15・16世紀のイタリア＝ルネサンスに始まり、それ以前の芸術はルネサンス人によって「ゴシック（ゲル

マン民族の一派である「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシック

は、広義には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸術の範疇にあら

ざるキリスト教中世のヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサ

ンスと北方ヨーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・

絵画）の展開を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察してゆく。 

 

The modern era of European art started with the Italian Renaissance of the 15th to 16th century, and Renaissance people 

derogatorily called the art that preceded this period Gothic (the adjective form of the term Goths, one of Germanic tribes). In a 

narrow sense, the term “Gothic” refers to 13th to 15th century European art, while in a broad sense, it was interpreted as 

barbarism as opposed to classical forms, different culture of the northern race as opposed to Mediterranean culture, and 

European art of the Christian Middle Ages that did not fall under Greek or Roman ancient art. What kind of artistic concepts are 

the Renaissance, which means the restoration of the culture of classical antiquity (Greece and Rome), and Gothic, which 

originated in northern Europe, and what kinds of artistic forms are there? Tracing the development of art history (architecture, 

sculptures, paintings), we will consider the beauty of two artistic styles, action and reaction, and synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「ゴシック」と「ルネサンス」 

2. 12 世紀中頃：ロマネスクからゴシックへ 

3. ゴシック建築の本質 

4. ゴシック彫刻：1200 年頃の古代風様式 

5. ゴシック彫刻と絵画の本質 

6. 14 世紀イタリアの新芸術 

7. 1400 年頃：国際ゴシック様式 

8. ルネサンスの始まり：1401 年のコンクール（フィレンツェ洗礼堂扉口浮彫り） 

9. 新たな画像世界へ：幾何学的遠近法の成立 

10. イタリアにおける古代芸術再発見とゴシックの問題 

11. 15 世紀ネーデルラントの新芸術 

12. イタリア＝ルネサンス芸術の本質 

13. アルブレヒト・デューラーの芸術 

14. 総括 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進める。受講者は各自ノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解すること。

何よりも作品に好奇心を抱くことが重要であるから、関心に応じて参考図書などにあたるとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(30%)/授業と課題に対する姿勢(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業中に私語をかわす者、惰眠をむさぼる者、スマホゲームに興じる者、興味関心のない者の出席を固く禁ず。 
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テキスト（Textbooks） 

指定のテキストはなし。授業内容に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995 年、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994 年、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992 年、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994年、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西洋編 12）』、小学館 

5. 佐々木英也・森田義之編、1994 年、『イタリア・ルネサンス３』（世界美術大全集 西洋編 13）』、小学館 

6. 勝國興編、1995 年、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

7. 小佐野重利・京谷啓徳・水野千依、2016 年、『西洋美術の歴史４ ルネサンス１ 百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表

現』、中央公論新社 

秋山聰・小佐野重利・北澤洋子・小池寿子・小林典子 『西洋美術の歴史５ ルネサンス II 北方の覚醒、自意識と自然表現』 中

央公論新社 2017 年 

R. Toman (ed.), Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting, h.f.ullmann 2007 

R. Toman (ed.), The Art of the Italian Renaissance Art, h.f.ullmann 2015 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

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

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 
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2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In learning outline of the history of Japan (pre-modern history), we will gain the basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era, we will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters, research trends. As necessary, ways to examine historical sources or to 

search for literature will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

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

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/毎回のリアクションペーパー(15%)/授業内に指示した提出物(10%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDP を通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

GDP って何？ 

2. 三面等価の原則 

GDP と GNPの違いについて 

3. 名目 GDP と実質 GDP はどこが違うの？ 

GDPデフレータと計算 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. GDPの短期的変動：景気循環について 

7. 日本銀行が行う景気対策 

8. 物価と失業率の関係 

ニートをどう捉えるか？ 

9. GDPの長期的変動：経済成長 

10. 日本の経済成長の要因 

11. アジア諸国の経済成長：日本との比較から 

12. 何故豊かになれない国があるの？ 

13. 経済成長のまとめ 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/課題提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 
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4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. 国家と政治体制について 

3. 政治体制の転換とその背景 

4. 民主主義、自由主義、自由民主主義 

5. 非自由民主主義体制の類型 

6. 日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前と戦後の断絶と連続 

7. （２）一党優位政党制の時代 

8. （３）1990 年以降の政治 

9. 政治と経済：貿易と貿易政策 

10. （１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. グローバリゼーションの中の日本 

14. まとめと最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

テキストは使用しません。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ハイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ａ 

(Introductory Seminars G1a) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｂ 

(Introductory Seminars G1b) 

担当者名 

（Instructor） 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｃ 

(Introductory Seminars G1c) 

担当者名 

（Instructor） 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｄ 

(Introductory Seminars G1d) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｅ 

(Introductory Seminars G1e) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｆ 

(Introductory Seminars G1f) 

担当者名 

（Instructor） 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI 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） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｇ 

(Introductory Seminars G1g) 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

金 延景（KIM YEONKYUNG） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｈ 

(Introductory Seminars G1h) 

担当者名 

（Instructor） 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

金 延景（KIM YEONKYUNG） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｉ 

(Introductory Seminars G1i) 

担当者名 

（Instructor） 

金 延景（KIM YEONKYUNG） 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ａ 

(Introductory Seminars G2a) 

担当者名 

（Instructor） 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

河野 保博(KAWANO 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） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｂ 

(Introductory Seminars G2b) 

担当者名 

（Instructor） 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｃ 

(Introductory Seminars G2c) 

担当者名 

（Instructor） 

三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｄ 

(Introductory Seminars G2d) 

担当者名 

（Instructor） 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｅ 

(Introductory Seminars G2e) 

担当者名 

（Instructor） 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｆ 

(Introductory Seminars G2f) 

担当者名 

（Instructor） 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｇ 

(Introductory Seminars G2g) 

担当者名 

（Instructor） 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｈ 

(Introductory Seminars G2h) 

担当者名 

（Instructor） 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｉ 

(Introductory Seminars G2i) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

木村 直也(KIMURA NAOYA) 

高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

橋本 栄莉（HASHIMOTO ERI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１ 

(Seminars G1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー1 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語文献の「読み方」を知る 

 

Learn how to read foreign-language literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学問の世界には、その世界に参加する研究者たちが守っているルールがあります。それぞれが主張することの根拠は何か、註

や本文の中で明示する必要がありますし、最初の課題設定から最後の結論にいたるまで、章立てや節立ての組み立てにより、

論理的に自らの説を展開しなければなりません。セミナー参加者が共通に興味を持てるテーマについての英語文献を取り上げ、

それを講読する中からそうしたルールについて学んでいきます。 

 

In the world of academia, there are rules observed by the researchers who are active in each field. The grounds for the 

assertions of each researcher must be clearly stated in annotations or in main text, and, from the initial setting of topic to the 

final conclusion, a researcher's own theory must be logically developed through the structuring of chapters and sections. 

Seminar participants will take up English-language literature on topics of shared interest, and will learn such rules through 

reading the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国語文献の選択 

2. 外国語文献講読１ 

3. 外国語文献講読２ 

4. 外国語文献講読３ 

5. 外国語文献講読４ 

6. 外国語文献講読５ 

7. 外国語文献講読６ 

8. 外国語文献講読７ 

9. 外国語文献講読８ 

10. 外国語文献講読９ 

11. 外国語文献講読１０ 

12. 外国語文献講読１１ 

13. 外国語文献講読１２ 

14. 外国語文献講読１３ 

 

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

大学入試用英文解釈の参考書を、最初から最後までやり直しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席時の学習態度(60%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 

 

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

 

 

  



 - 191 - 

■AC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２ 

(Seminars G2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー２ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語文献の精読を通じ、日本の古代地中海学界の中でどのようなテーマが注目されているのかを学び、自らの研究テーマを

決める 

 

Through careful reading of Japanese-language literature, students will learn what themes are attracting attention in Japan's 

world of ancient Mediterranean studies, and will decide their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セミナー参加者各自の興味に従い、日本語論文の中から選んで発表していただきます。著者の意図や論理を正確に跡づけ、史

料の使い方を学ぶことで、卒業論文に向けて自分自身が何をやらなければならないか知ることができます。自らの興味関心に従

って設定したテーマが日本の学界の学問動向の中にどのように位置付き、またそれに対してどのような貢献をすることになると予

想されるのか、そうしたことを知るための作業です。 

 

The seminar participants will be asked to make selections from Japanese-language academic papers according to the interests 

of each student and to give presentations on them. By accurately tracing the authors' intents and logic and by learning how to 

use historical materials, students will discover what they must do for their own graduation theses. This work is for the purpose 

of learning matters such as how a theme set according to a student's interest is positioned within the scholarly trends of 

Japanese academia, and what sort of contribution the student is expected to make to it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献選択 

2. 日本語文献発表１ 

3. 日本語文献発表２ 

4. 日本語文献発表３ 

5. 日本語文献発表４ 

6. 日本語文献発表５ 

7. 日本語文献発表６ 

8. 日本語文献発表７ 

9. 日本語文献発表８ 

10. 日本語文献発表９ 

11. 日本語文献発表１０ 

12. 日本語文献発表１１ 

13. 日本語文献発表１２ 

14. 日本語文献発表１３ 

 

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

夏休み中に、日本語論文を 10本以上選んで精読し、その中からどれを発表するか選んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(100%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 193 - 

■AC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ３ 

(Seminars G3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ４ 

(Seminars G4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ５ 

(Seminars G5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史を学ぶ上での諸局面（調査, 文献読解, 報告, 討論など）を体験する。 

 

Students will experience aspects of learning about modern European history (surveying, literature comprehension, reports, 

debate, etc.), primarily using British history as study material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説的な流れを, 文献読解, 数名のグループによる報告, それをめぐる質疑応答, 授業担当者からのコメントなどを

通じて学び，ヨーロッパ近代史の研究にあたって必要となる基礎的能力を身につける。  

 

Students will gain a general picture of the flow of British history through literature comprehension, reports by groups of several 

persons and subsequent Q&A, comments from class instructors, etc., and will acquire fundamental skills necessary for research 

in modern European history.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川北稔編、1998、『世界各国史１１ イギリス史』、山川出版社 

その他の参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ６ 

(Seminars G6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（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） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討論など）を体験す

る。 

 

Students will experience the processes for advancing individual research in modern British and other European history (problem 

discovery, surveying, academic paper composition, debate, etc.). 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそって, イギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者（若干名）による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題に関する基礎的な事項を知る。  

 

In each session, the course will take up individual research themes on modern British and other European history in a seminar 

format, in line with the participants’ interest. Through individual reports by several participants and subsequent Q&A, students 

will learn about fundamental matters concerning those issues.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ７ 

(Seminars G7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的思考方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な題材を用いて、歴史の思考方法を身につける。 

 

Students will use familiar materials to learn methods for thinking about history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事などを用いて、歴史の思考方法の手順を実践的に学ぶ。 

 

Students will use newspaper articles, etc., to practice and learn steps in methods for thinking about history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史の思考方法 1 

3. 歴史の思考方法 2 

4. 新聞記事を用いて 1 

5. 新聞記事を用いて 2 

6. 新聞記事を用いて 3 

7. 歴史教科書の記述から 1 

8. 歴史教科書の記述から 2 

9. 歴史教科書の記述から 3 

10. 史料と歴史 1 

11. 史料と歴史 2 

12. 史料と歴史 3 

13. 自分の課題を発見する 1 

14. 自分の課題を発見する 2 

 

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

新聞を読む習慣を身につけよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/記事の検討・問題の発見(30%)/自分の研究課題の発見(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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■AC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ８ 

(Seminars G8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の研究方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA 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） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題に即して、研究方法を身につける。 

 

Students will learn research methods in line with their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究課題に関する研究文献リストの作成、研究文献の読解、研究史整理などの基礎的な方法を学ぶ。各履修者の報告とグルー

プ討議とを組み合わせる。履修者全員が、「一人はみんなのため、みんなは一人のため」という姿勢で授業に臨み、それぞれの

研究のレベルアップを図る。 

 

Students will learn fundamental methods such as creation of lists of research literature concerning research subjects, 

comprehension of research literature, and organization of research history. The course will combine group discussion with 

reports by students. All students will attend classes with an attitude of "one for all and all for one," and will work to improve 

their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究方法について 

2. 研究課題の発見 １ 

3. 研究課題の発見 ２ 

4. 研究課題の発見 ３ 

5. 研究文献リストをつくる １ 

6. 研究文献リストをつくる ２ 

7. 研究文献の読解 １ 

8. 研究文献の読解 ２ 

9. 研究文献の読解 ３ 

10. 研究文献の読解 ４ 

11. 研究史をまとめる １ 

12. 研究史をまとめる ２ 

13. 研究史をまとめる ３ 

14. 文献から史料へ 

 

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

授業に先立ち、夏季休業期間を有効に使い、各履修者の興味を持ったテーマに関する書籍を多読するとともに、幅広い読書を心

がけること。 

各履修者の報告を踏まえ、その次の回の授業において、そのテーマを演習全体で討議する。報告に対する追加の情報の収集を

行い、必ず発言できるように事前に準備すること。 

春季休業期間に研究史をレポートにまとめ、翌年度の演習で報告できるように用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/研究文献リスト作成(20%)/研究文献の読解(20%)/研究史(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2009、『ペストと村』、風響社 (ISBN:9784894891357) 

2. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１は無料配布、テキスト２は著者割引にて販売します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期の G7 から連続し、来年度の G19に継続する内容となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ９ 

(Seminars G9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

The objective of the course is to instill fundamental capabilities including awareness of history, information collection, and 

document preparation, through the comprehension of historical materials concerning historical exchanges in Eastern/Western 

Eurasia and Asian sea areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は各受講者の関心に関わるテーマに沿って文献紹介のレジュメを作成してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。

後半は受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んでテーマを選定し、発表してもらいます。 

 

In the first half, course takers will create an outline introducing literature in line with themes related to their interest, and all 

course takers will exchange ideas. In the second half, course takers will select historical materials and research themes closer 

to their individual interest before giving presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャネット・アブールゴド、2001、『ヨーロッパ覇権以前：もうひとつの世界システム』上下、岩波書店 (ISBN:4000023934) 

2. Janet Abu-Lughod. 1991. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. Oxford UP (ISBN:0195067746) 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗ほか、2008、『海域アジア研究入門』、岩波書店 (ISBN:4000224840) 

2. 小松久男ほか、2018、『中央ユーラシア研究入門』、山川出版社 (ISBN:4634640872) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１０ 

(Seminars G10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

The objective of the course is to instill fundamental capabilities including awareness of history, information collection, and 

document preparation, through the comprehension of historical materials concerning historical exchanges in Eastern/Western 

Eurasia and Asian sea areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んで発表してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。 

 

Course takers will select historical materials and research themes closer to their individual interest before giving presentations, 

followed by their exchange of ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに関わる参考文献はゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１１ 

(Seminars G11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ヨーロッパの近現代史について、各自の関心のある領域を中心に、文献の講読、発表、議論を通じた総合的な理解と問題意識

を明確化を目指す。   

 

 With regard to European contemporary history, the objective of the course is comprehensive understanding and clarification of 

problem awareness through reading, presenting, and discussing literature, focusing on areas of individual interest.   

 

授業の内容（Course Contents） 

 各自のおおよその関心領域に関する日本語文献の内容発表および英語文献の講読。   

 

 Presentation of the content of literature in Japanese on students' general areas of interest, and reading of literature in English.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

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

 各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/議論への参加(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１２ 

(Seminars G12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き、文献の講読と発表を行う。より専門的な文献を読みこなすことを目指す。 

 

Following the spring semester, the course will continue reading and presentations of the literature. Students will aim to read 

more specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心領域をより限定した、日本語および英語文献の講読。各自卒業論文で取り上げる具体的なテーマを絞り、関連する研究文献

を読みこなすことを目指す。 

 

Reading of literature in Japanese and English over limited areas of interest. Students will narrow down specific themes to be 

taken up in their graduation theses, and will aim to read relevant research literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

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

各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。学期末に、各自の 1 年間の取り組みをまとめた最終レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/議論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１３ 

(Seminars G13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー３ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自のテーマに沿った外国語・邦語文献を発表することで、研究テーマを深める。 

 

Students will deepen their research themes by giving presentations on foreign-language and Japanese-language literature 

matched to their themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿って文献を読み進め、その成果を報告する。引き続き、参加者によってディスカッションをする。 

 

Students will advance in reading literature matched to their research themes, and will report their findings. Participants will 

continue their discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果報告１ 

2. 成果報告２ 

3. 成果報告３ 

4. 成果報告４ 

5. 成果報告５ 

6. 成果報告６ 

7. 成果報告７ 

8. 成果報告８ 

9. 成果報告９ 

10. 成果報告１０ 

11. 成果報告１１ 

12. 成果報告１２ 

13. 成果報告１３ 

14. 成果報告１４ 

 

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

春休み中に研究テーマとそれに関わる最新の外国語研究文献を入手し、読み進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１４ 

(Seminars G14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー４ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを深め、オリジナルな見解を獲得できるよう努める。 

 

Students will strive to deepen their research themes and build up their unique points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自読み進めた文献をもとに、史料の検討を行い、オリジナルな歴史像を発表出来るように努める。 

 

Students will perform examination of historical materials based on the literature they have read, and will strive to be able to give 

presentations on their own historical images. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

夏休み中に文献を読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１５ 

(Seminars G15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１６ 

(Seminars G16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１７ 

(Seminars G17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（３） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史の概説的知識の深化と, 個別研究に求められる能力の育成をめざす。  

 

Drawing mainly on British history, the course aims to deepen students' general knowledge of modern European history and 

cultivate their ability required for individual research.  

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説から選ばれた検討課題を素材に, グループ報告, それをめぐる質疑応答, 文献読解を通じて, 参加者が各自の

問題意識を明確化し, ヨーロッパ近代史の研究を進展させることができるように支援する。 

 

Using issues for consideration selected from an outline of British history, the course will support participants in clarifying their 

own awareness of issues and advance their research into modern European history, through group reports, subsequent Q&A, 

and comprehension of literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１８ 

(Seminars G18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（４） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の諸問題を検討し, 個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討

論など）で必要となる実践的能力の育成をめざす。 

 

The course aims to examine issues in modern British and other European history, and cultivate practical capabilities required for 

the processes of advancing individual research (issue findings, surveying, academic paper composition, debate, etc.). 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそってイギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題の理解を深める。  

 

In each session, the course will take up individual research themes on modern British and other European history in a seminar 

format, in line with the interest of participants. Through individual reports by participants and subsequent Q&A, students will 

deepen understanding concerning the issues.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１９ 

(Seminars G19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかり、論文制作に生かす。 

 

Students will acquire and improve the knowledge and skills necessary to research history, and will use these in thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の参加者は、報告の内

容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the themes of their individual research. 

Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of the reports. In addition, students will 

strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者報告 1 

3. 参加者報告 2 

4. 参加者報告 3 

5. 参加者報告 4 

6. 参加者報告 5 

7. 参加者報告 6 

8. 参加者報告 7 

9. 参加者報告 8 

10. 参加者報告 9 

11. 参加者報告 10 

12. 参加者報告 11 

13. 参加者報告 12 

14. 参加者報告 13 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２０ 

(Seminars G20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA 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） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史的な思考法を養い、歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかる。 

 

Students will cultivate methods of thinking used in history studies and will acquire and improve knowledge and skills needed to 

research history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究文献の精読、史料の読解と解釈、フィールドワークなど、史的な思考法を運用する能力を高める。 

演習 G19 を継承して、個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の

参加者は、報告の内容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Students will enhance their ability to analyze history by using appropriate methods, including intensive reading of research 

literature, comprehension and interpretation of historical materials, and fieldwork. 

Continuing from Seminars G19, participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the 

themes of their individual research. Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of 

the reports. In addition, students will strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史的な思考法 1：基本的な考え方 

3. 史的な思考法 2：モノ・ヒト・イミの３つの位相 

4. モノの位相で考える１ 

5. モノの位相で考える２ 

6. モノの位相で考える３ 

7. ヒトの位相で考える１ 

8. ヒトの位相で考える２ 

9. ヒトの位相で考える３ 

10. イミの位相で考える１ 

11. イミの位相で考える２ 

12. イミの位相で考える３ 

13. 総合して考える１ 

14. 総合して考える２ 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

上記テキストは著者割引で販売します（\800）。 

 

参考文献（Readings） 

なし 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 G19 と連続しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２１ 

(Seminars G21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

With the premise of writing a preliminary graduation thesis, students will aim to acquire applied abilities such as historical 

awareness, information collection, and document creation through reading of materials concerning historical exchanges in 

Eastern/Western Eurasia and Asian sea areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて紹介の場を持ちます。各自の研究テーマ、および、そのテーマを研究する上で必要となる問題

点をふたつ以上挙げてください（決まっていない人は仮テーマでも結構です）。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研

究の整理をおこなった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。前期の終わりに、(1)研究の動機・背景、(2)問題提起、(3)使

用する史料、(4)先行研究についてまとめて、レポートとして提出してもらいます。 

 

In the first session, course takers’ themes of study will be introduced. Students will be requested to state his/her research 

theme (or a provisional one if undecided) with two or more issues facing them during the research of the theme. In the following 

seminars, students will give presentations using summary papers, after comprehending historical materials related to the theme 

and completing prior research. At the end of the first semester, students will summarize information concerning (1) motivation 

for and background to the research, (2) proposal of the issues, (3) historical materials to be used, and (4) prior research, and will 

then submit this information in a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。随時発表してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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各受講生のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２２ 

(Seminars G22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

With the premise of writing a preliminary graduation thesis, students will aim to acquire applied abilities such as historical 

awareness, information collection, and document creation through reading of materials concerning historical exchanges in 

Eastern/Western Eurasia and Asian sea areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて経過報告の場を持ちます。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研究の整理をおこ

なった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。後期の終わりに、(1)先行研究のまとめと(2)研究テーマの問題点に関わる

小論をレポートとして提出してもらいます。 

 

In the first session, students will report on progress made on their themes. In the following seminars, students will give 

presentations using summary papers, after comprehending historical materials related to the theme and completing prior 

research. At the end of the second semester, students will submit a report consisting of (1) a summary of prior research and (2) 

an essay on issues in the research theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括  

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２３ 

(Seminars G23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究の内容を踏まえた研究発表を通じ、自身の関心領域に関する理解と問題意識の深化を目指す。 

 

Through research presentations based on the content of prior research, students will aim to deepen understanding and 

awareness of issues concerning their areas of interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに関する個別発表。関心領域に関する複数の研究文献（先行研究）を参照し、それらの内容をまとめたうえで、自

分自身の議論を組み立てていくことを目指す。 

 

Individual presentations concerning students' themes. Students will reference multiple items of research literature (prior 

research) concerning their areas of interest, summarize the content of these, and aim to structure their own discussion logic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

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

各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(60%)/議論への参加(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２４ 

(Seminars G24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究の内容を踏まえた研究発表を通じ、自身の関心領域に関する理解と問題意識の深化を目指す。 

 

Through research presentations based on the content of prior research, students will aim to deepen understanding and 

awareness of issues concerning their areas of interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに関する個別発表。関心領域に関する複数の研究文献（先行研究）を参照し、それらの内容をまとめたうえで、自

分自身の議論を組み立てていくことを目指す。 

 

Individual presentations concerning students' themes. Students will reference multiple items of research literature (prior 

research) concerning their areas of interest, summarize the content of these, and aim to structure their own discussion logic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ（オリエンテーション） 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

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

各自文献を読み、発表・討論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(60%)/議論への参加(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１ 

(Seminars H1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

While engaging in group reading of the Shoku Nihongi, students will deepen their understanding of ancient Japanese history and 

methods for reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

Group reading of Shoku Nihongi. As the class may ask participants to make presentations on their research, the content of the 

class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題図書グループ発表会（１） 

2. 課題図書グループ発表会（２） 

3. 課題図書グループ発表会（３） 

4. 巻 7 霊亀元〜養老元年（１） 

5. 巻 7 霊亀元〜養老元年（２） 

6. 巻 7 霊亀元〜養老元年（３） 

7. 巻 7 霊亀元〜養老元年（４） 

8. 巻 8 養老２年〜養老５年（１） 

9. 巻 8 養老２年〜養老５年（２） 

10. 巻 8 養老２年〜養老５年（３） 

11. 巻 9 養老６年〜神亀３年（１） 

12. 巻 9 養老６年〜神亀３年（２） 

13. 巻 9 養老６年〜神亀３年（３） 

14. 巻 9 養老６年〜神亀３年（４） 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２ 

(Seminars H2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

While engaging in group reading of the Shoku Nihongi, students will deepen their understanding of ancient Japanese history and 

methods for reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

Group reading of Shoku Nihongi. As the class may ask participants to make presentations on their research, the content of the 

class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果発表会（１） 

2. 成果発表会（２） 

3. 成果発表会（３） 

4. 巻 10 神亀４〜天平２年（１） 

5. 巻 10 神亀４〜天平２年（２） 

6. 巻 10 神亀４〜天平２年（３） 

7. 巻 10 神亀４〜天平２年（４） 

8. 巻 11 天平３〜天平６年（１） 

9. 巻 11 天平３〜天平６年（２） 

10. 巻 11 天平３〜天平６年（３） 

11. 巻 12 天平６〜天平９年（１） 

12. 巻 12 天平６〜天平９年（２） 

13. 巻 12 天平６〜天平９年（３） 

14. まとめ 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ３ 

(Seminars H3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史について基礎的な知識を身につけるとともに，論文や史料などを正確に読み，理解する能力を磨く。2 年生の段階で

は，まず漢文の史料に慣れるとともに，基本的な辞書・事典の使い方，新書・通史レヴェルの文献をきちんと読む力を身につけ

る。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about medieval Japanese history, and refine their ability to accurately read and 

understand academic papers and historical materials. In the second year, students will first become accustomed to classical 

Chinese historical materials, learn how to use basic dictionaries and encyclopedias, and acquire the ability to properly read 

literature such as new publications and complete histories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』を輪読する。今年は承久の乱（1221 年）の記事を読む。 

②高橋典幸・五味文彦編『中世史講義』（ちくま新書）を輪読する。 

③予備論文・卒業論文作成に向けてレポートを作成する。 

 

①の進め方は，（人数によっては参加者をグループに分け）報告担当者 1 人を決め，史料原文の読み下し，用語・語句の意味調

べ，現代語訳を行い，論点および関連論文・関連史料を検討準備した上で，ゼミで報告する。参加者で質疑・検討を行う。 

②の進め方は，毎回 20～30 分程度を用いて，毎回 1 章ずつ，参加者全員が事前に読み，コメントペーパーを用意してきて，それ

をもとに議論を行う。 

③については，長期休み中の課題として各自レポート作成を行う。 

 

ゼミ報告の準備のためのサブゼミを行うほか，演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 1，2 回の予定）

なども実施するので、履修者は必ず参加すること。参加者の希望に応じて，随時，崩し字などに関する勉強会も開く。 

 

(1) Students will engage in group reading of Azumakagami, the historical record of the Kamakura Shogunate. This year, students 

will read articles about the Jokyu War (jōkyū no ran) in 1221. 

(2) Students will join group reading of Chuseishi Kogi (Noriyuki Takahashi and Fumihiko Gomi, ed.; Chikuma Shinsho). 

(3) Students will create reports aimed at writing a preliminary and graduation thesis. 

 

In proceeding with (1), students will (after dividing into groups, depending on the number of people) nominate one person in 

charge of reports, go through the original texts of historical materials, research the meanings of terms and phrases, and perform 

translation into modern Japanese language. After making preparations for examining issues and related academic papers and 

historical materials, students will make reports in the seminar. Participants will engage in Q&As and discussions. 

In proceeding with (2), all participants will spend 20-30 minutes to discuss one chapter in each session, based on the reading of 

the relevant chapter and a comment paper prepared in advance. 

For (3), students will create their own reports as homework for the long break. 

 

In addition to conducting a sub-seminar for preparation of seminar reports, the course will help students deepen understanding 

of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding seminar camps (once or twice scheduled per year) as 

mandatory participation by the students. Study sessions on running-form Chinese characters may also be held, at the request 

of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・文献輪読（1） 

3. 史料・文献輪読（２） 

4. 史料・文献輪読（３） 

5. 史料・文献輪読（４） 

6. 史料・文献輪読（５） 
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7. 史料・文献輪読（６） 

8. 史料・文献輪読（７） 

9. 史料・文献輪読（８） 

10. 史料・文献輪読（９） 

11. 史料・文献輪読（１０） 

12. 史料・文献輪読（１１） 

13. 史料・文献輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業の初回に指示する。参加者は自身の報告準備（報告は各学期少なくとも 1 回）に加えて，毎回予習してくることを前提とす

る。事前に，いわゆる「通史」ものを読んで，中世，特に鎌倉時代に関する基礎知識を確認しておくとよい（「名著」は多数あるが，

比較的入手しやすいものとして，石井進『鎌倉幕府』中公文庫，五味文彦『鎌倉と京』講談社学術文庫）、近藤成一『鎌倉幕府と朝

廷』（岩波新書）。 

 

史料読解の訓練のために「古文書」の講義を履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履修してほし

い。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは，ある程度専門性を深めた

後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし，そのためにもいろいろな授業を積極

的にとってほしいが，それが上っ面の「お勉強」にならないためにも，自分の思考の基礎となる専門性というものを持ってほしいと

願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒板勝美編、1974、『新訂増補 国史大系 吾妻鏡 第二巻』、吉川弘文館 (ISBN:978-4 642000246) 

2. 高橋典幸・五味文彦編、2019、『中世史講義』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071996) 

必要なテキストは授業の初回にコピーを配布する予定である。『中世史講義』（ちくま新書）は一冊購入しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 五味文彦、2000、『増補 吾妻鏡の方法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642077712) 

2. 安田元久編、1998、『吾妻鏡人名総覧』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001779) 

3. 御家人制研究会編、1971、『吾妻鏡人名索引』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001751) 

4. 及川大溪、1999、『吾妻鏡総索引 全 2 巻』、東洋書林 (ISBN:978-4887213743) 

5. 九条兼実、1999、『玉葉』、名著刊行会 (ISBN:978-4839002794) 

6. 関幸彦・野口実編、2008、『吾妻鏡必携』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642079914) 

7. 高橋秀樹、2015、『新訂吾妻鏡１』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0730-9) 

利用・参照すべき辞書・文献類については，授業中に指示する。 

このほかに『大日本史料』第 4編 文治元年～承久 3 年（1185～1221）は利用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

そのほかは授業中に指示する。 

本演習では中世前期の史料を素材にして歴史の学び方を修得する。3 年生用の演習Ｈ15 と連携する工夫を行う｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■AC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ４ 

(Seminars H4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史について基礎的な知識を身につけるとともに，論文や史料などを正確に読み，理解する能力を磨く。2 年生の段階で

は，まず漢文の史料に慣れるとともに，基本的な辞書・事典の使い方，新書・通史レヴェルの文献をきちんと読む力を身につけ

る。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about medieval Japanese history, and refine their ability to accurately read and 

understand academic papers and historical materials. In the second year, students will first become accustomed to classical 

Chinese historical materials, learn how to use basic dictionaries and encyclopedias, and acquire the ability to properly read 

literature such as new publications and complete histories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①鎌倉幕府の歴史書である『吾妻鏡』を輪読する。今年は承久の乱（1221 年）の記事を読むが，変更の可能性もある。 

②論文の読み方を学ぶ。課題論文については，参加者の興味関心に応じて決める。 

③予備論文・卒業論文作成に向けてレポートを作成する。 

 

①の進め方は，毎回 60 分程度を用いて，報告担当者 1 人を決め，史料原文の読み下し，用語・語句の意味調べ，現代語訳を行

い，論点および関連論文・関連史料を検討準備した上で，ゼミで報告する。参加者で質疑・検討を行う。 

②の進め方は，毎回 30 分程度を用いて，報告担当者 1 人を決め，論文一本ずつ，内容要約，論述の流れ，論証の仕方，史料

の利用の仕方などが分かるようにレジュメを作成して報告する。参加者で質疑・検討を行う（参加者全員が事前に読み，コメントペ

ーパーを用意してきて，それをもとに議論を行う）。 

③については，長期休み中の課題というかたちで，各自テーマ探しとレポート作成を進めてもらう。 

 

ゼミ報告の準備のためのサブゼミを行うほか，演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 1，2 回の予定）

なども実施するので、履修者は必ず参加すること。参加者の希望に応じて，随時，崩し字などに関する勉強会も開く。 

 

(1) Students will engage in group reading of Azumakagami, the historical record of the Kamakura Shogunate. This year, students 

will read articles about the Jokyu War in 1221 (the schedule is subject to change). 

(2) Students will learn how to read academic papers. Papers for reading will be decided according to the interest of participants. 

(3) Students will create reports aimed at writing a preliminary and graduation thesis. 

 

In proceeding with (1), students will spend about 60 minutes each session for reporting by a student who is nominated 

beforehand for going through the original texts of the historical materials, researching the meanings of the terms and phrases, 

performing translation into modern Japanese language, and making preparations for discussion points and relevant academic 

papers and historical materials. Participants will engage in Q&As and discussions. 

In proceeding with (2), students will spend about 30 minutes each session for reporting by a student who is nominated 

beforehand for producing a summary sheet of an paper, which provides a content summary, the sequence of presentation, the 

ways of demonstration, use of historical materials, and other information. The participants will engage in Q&As and discussions. 

(All participants will read the materials and prepare a reaction paper in advance, based on which the discussions will be 

conducted.) 

For (3), students will explore their own themes and create reports as homework for the long break. 

 

In addition to conducting a sub-seminar for preparation of seminar reports, the course will help students deepen understanding 

of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding seminar camps (once or twice scheduled per year) as 

mandatory participation by the students. Study sessions on running-form Chinese characters may also be held, at the request 

of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・文献輪読（1） 
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3. 史料・文献輪読（２） 

4. 史料・文献輪読（３） 

5. 史料・文献輪読（４） 

6. 史料・文献輪読（５） 

7. 史料・文献輪読（６） 

8. 史料・文献輪読（７） 

9. 史料・文献輪読（８） 

10. 史料・文献輪読（９） 

11. 史料・文献輪読（１０） 

12. 史料・文献輪読（１１） 

13. 史料・文献輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業の初回に指示する。参加者は自身の報告準備（報告は各学期少なくとも 1 回）に加えて，毎回予習してくることを前提とす

る。事前に，いわゆる「通史」ものを読んで，中世，特に鎌倉時代に関する基礎知識を確認しておくとよい（「名著」は多数あるが，

比較的入手しやすいものとして，石井進『鎌倉幕府』中公文庫，五味文彦『鎌倉と京』講談社学術文庫），近藤成一『鎌倉幕府と朝

廷』（岩波新書）。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは，ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし，そのためにもいろいろな

授業を積極的にとってほしいが，それが上っ面の「お勉強」にならないためにも，自分の思考の基礎となる専門性というものを持っ

てほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒板勝美編、1974、『新訂増補 国史大系 吾妻鏡 第二巻』、吉川弘文館 (ISBN:978-4 642000246) 

必要なテキストは授業の初回にコピーを配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 五味文彦、2000、『増補 吾妻鏡の方法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642077712) 

2. 安田元久編、1998、『吾妻鏡人名総覧』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001779) 

3. 御家人制研究会編、1971、『吾妻鏡人名索引』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642001751) 

4. 及川大溪、1999、『吾妻鏡総索引 全 2 巻』、東洋書林 (ISBN:978-4887213743) 

5. 九条兼実、1999、『玉葉』、名著刊行会 (ISBN:978-4839002794) 

6. 関幸彦・野口実編、2008、『吾妻鏡必携』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642079914) 

7. 高橋秀樹、2015、『新訂吾妻鏡１』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0730-9) 

利用・参照すべき辞書・文献類については，授業中に指示する。 

このほかに『大日本史料』第 4編 文治元年～承久 3 年（1185～1221）は利用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

そのほかは授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 228 - 

■AC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ５ 

(Seminars H5) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA 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） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに政治史・都市史・村落史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、近世史料の輪読や、指定された史料・文献についての報告を行い、全体でその内容について議論する。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly political, urban, village, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will perform group reading of early modern historical materials, report on 

specified historical materials and literature, and discuss the content overall, individually or in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近世の政治に関わる活字史料を読む（１） 

3. 近世の政治に関わる活字史料を読む（２） 

4. 近世の政治に関わる活字史料を読む（３） 

5. 近世の政治に関わる活字史料を読む（４） 

6. 近世の都市に関わる活字史料を読む（１） 

7. 近世の都市に関わる活字史料を読む（２） 

8. 近世の都市に関わる活字史料を読む（３） 

9. 近世の村落に関わる活字史料を読む（１） 

10. 近世の村落に関わる活字史料を読む（２） 

11. 近世の村落に関わる活字史料を読む（３） 

12. 近世の村落に関わる活字史料を読む（４） 

13. 近世の村落に関わる活字史料を読む（５） 

14. 近世の村落に関わる活字史料を読む（６） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読みこみ、わからない語句を調べるなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢(100%) 

単位修得のためには、８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ６ 

(Seminars H6) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに村落史・地域史・都市史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、指定された文献や史料について報告し、全体でその内容について議論する。その上で、日本近世史に

関するテーマを自ら設定し、その基礎的な研究作業に入っていく。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly village, region, urban, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will report on specified historical materials and literature and will discuss 

the content overall, individually or in groups. Based on this, students will set their own themes on early modern Japanese 

history, and begin basic research work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１） 

2. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（２） 

3. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（３） 

4. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（４） 

5. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（５） 

6. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（６） 

7. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（７） 

8. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（８） 

9. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（９） 

10. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１０） 

11. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１１） 

12. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１２） 

13. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１３） 

14. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１４） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読み込むなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加姿勢(50%)/報告内容(50%) 

単位修得のためには、80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時に適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う可能性がある。ゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 230 - 

■AC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ７ 

(Seminars H7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

The subjects of the research will involve modern Japanese history. In the class, students will engage in basic literature reading 

on modern Japanese history, including history of the common people, social movements, and women, and create reports and 

hold discussions based on the reading. As the classes emphasize discussions and presentations of opinions, the class 

attendance is a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ８ 

(Seminars H8) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治史・制度史・民衆史・運動史・女性史など様々なテーマを有する日本近代史に関する基礎的な史料の講読を行う。そのうえ

で、自身の設定したテーマについて史料をどう集めるか、史料から何を読み取るか、などについて学ぶ。授業内での意見発表や

議論を重視するので、授業には必ず出席すること。 

 

Students will read basic historical materials concerning modern Japanese history, on themes including history of politics, 

systems, the common people, social movements, and women. Based on this, students will study techniques including how to 

collect historical materials on the themes they have set, and what to read from the historical materials. As the classes 

emphasize discussions and presentations of opinions, the class attendance is a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業の中で取り扱う史料を必ず事前に読んでおくこと。 

自身の報告準備のために、十分に時間を取って史料収集・史料講読を行うこと。 

自分の興味に応じて、文献・史料を探索、講読すること。教員に文献・史料について尋ねること。 

その他授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ９ 

(Seminars H9) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するため基礎を理解す

る。 

 

Students will deepen their historical awareness based on the historical materials, set their own issues in contemporary 

Japanese history, and understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

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、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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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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■AC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１０ 

(Seminars H10) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H９に引き続き、日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証する

ため基礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H9, students will deepen their awareness of history based on historical materials, will set their own 

issues in contemporary Japanese history, and will understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of 

contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。最後に，1 年間のゼミでの研究成

果を小論文にまとめる。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. Finally, students will summarize their one-year research results in a short essay. 

 

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、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 
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授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１３ 

(Seminars H13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（１） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についての理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者３名を目処に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, three-or-so participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. まとめ 

 

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

発表前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加度(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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■AC136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１４ 

(Seminars H14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（２） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についても理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. 発表会 

 

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

報告前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１５ 

(Seminars H15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史の史料・論文の読解能力を高めるとともに，卒業論文の制作との関連を重視して，各自の研究テーマを探究する。 

3 年生の段階では，自分の研究テーマに関連する史料を集めて（先行研究を参考にしながら）読むとともに，学術的な論文を集め

て読む力を身につける（特に学術的な手続きを踏まえた文献とそうではない文献の区別ができるようになる）ことを目指す。 

 

While enhancing their ability to comprehend historical materials and academic papers on medieval Japanese history, students 

will explore their research themes with an emphasis on the relationship with the writing of a graduation thesis. 

In the third year, students will collect and read historical materials related to their own research themes (while referring to prior 

research), and will aim to acquire the ability to read academic research papers (in particular, the ability to distinguish literature 

based on academic procedures from those not). 

 

授業の内容（Course Contents） 

①史料輪読 

②論文輪読 

③予備論文・卒業論文作成に向けたレポート作成 

 

①各回 60 分程度。佐藤進一『新版 古文書学入門』をサブテキストとして，中世古文書の輪読を行う。毎回報告者を指定して，指

定された古文書について，読み下し・現代語訳・解説（人名・地名・語句）とともに，『平安遺文』・『鎌倉遺文』などを利用して関連

文書を集めたうえで，当該古文書について古文書学的な分析を行うこと。2 年時に「古文書１」の授業を受けていることを前提に

するが，もし未履修の場合は，今年度中に履修しておくことが望ましい。 

 

②各回 30 分程度。毎回指定された報告者が，課題文献について，内容要約，論述・論証・史料解釈（史料操作）の仕方について

レジュメを作成して報告する。そのうえで，参加者全員で討議を行う。論文については，報告者と相談しながら，報告者の関心に

応じて定めることにしたいが，ある大きなテーマのもと，関連する論文を何本か読むかたちにするかもしれない。初回に相談す

る。 

「論文を書く」ためには「論文の書き方」が分からなければならない。報告者にはぜひ優れた「論文」をレジュメに要約することを通

じて「論文の書き方」を学んでほしい。 

③各自の研究テーマを確認し，それに沿って，関係文献・史料を収集整理し（機会をみて「文献目録」を作成してもらう），各自の

研究テーマを深めていく。長期休み中にレポートを作成してもらう。具体的な報告の計画については，初回の授業で決める。 

 

演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 2 回程度）なども実施するので、参加者は必ず参加すること。 

 

(1) Group reading of historical materials 

(2) Group reading of academic papers 

(3) Creation of reports aimed at writing a preliminary thesis and graduation thesis 

(1) About 60 minutes each session The course will perform group reading of ancient and medieval documents, with Shinpan 

komonjogaku nyuumon by Shinichi Sato as a subtext. In each session, a reporter will be designated, and the student will read, 

comprehend, and create modern translations of specified ancient manuscripts (names of persons, geographical names, words 

and phrases, etc.) while collecting related documents using Heian Ibun, Kamakura Ibun, etc., then perform paleographical analysis 

of the ancient manuscripts. The course assumes that students have taken the "Ancient Manuscripts 1" class in their second 

year; those who have not done so should take the course during this academic year. 

(2) About 30 minutes each session Each session, a designated reporter will prepare a summary of the content of the target 

literature, as well as an outline of the methods of the discussions, demonstrations, and interpretations of the historical materials 

(use of historical materials). Based on this, all participants will engage in deliberations. Academic papers will ideally be decided in 

consultation with reporters in accordance with their interest, but reading of several related papers under a major theme may be 

assigned. Counseling will take place in the first session. 

Writing an academic paper requires knowledge on how to make it better. Reporters are encouraged to learn how to write 

academic papers by summarizing outstanding academic papers in an outline paper. 

(3) Students will confirm their research themes, collect and organize related literature and historical materials in line with the 
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themes (including creation of a bibliography as opportunity permits), and will deepen their research themes. Students will create 

reports during the long break. A specific report plan will be decided in the first class. 

 

The course will help students deepen understanding of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding 

seminar camps (scheduled twice a year or so) as mandatory participation by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料輪読（１） 

3. 史料輪読（２） 

4. 史料輪読（３） 

5. 史料輪読（４） 

6. 史料輪読（５） 

7. 史料輪読（６） 

8. 史料輪読（７） 

9. 史料輪読（８） 

10. 論文輪読（１） 

11. 論文輪読（２） 

12. 論文輪読（３） 

13. 論文輪読（４） 

14. まとめ 

 

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

参加者には，初回の授業の際に問題関心や研究テーマについてヒアリングする予定である。 

とはいえ，そのことを気にして，急いで自分の研究テーマを決めてしまうのではなく，幅広く見聞を積んでアンテナを広げておくこ

と。新書レヴェルの本を気軽に手にとって読む習慣をつけるのが望ましい。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは、ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思うからである。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし、そのためにも

いろいろな授業を積極的にとってほしいが、それが上っ面の「お勉強」にならないためにも、自分の思考の基礎となる専門性とい

うものを持ってほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤進一、2003、『新版 古文書学入門』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588320118) 

このほかに必要なものはゼミで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 歴史学研究会編、1998、『日本史史料〈2〉中世』、岩波書店 (ISBN:978-4000261371) 

2. 秋山哲雄・田中大喜・野口華世編、2014、『日本中世史入門―論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:978-4585220794) 

3. 佐藤和彦・西岡芳文・稲葉継陽・榎原雅治・海津一朗編、1995、『日本中世史研究事典』、東京堂出版 (ISBN:978-

4490103892) 

4. 木村茂光監・歴史科学協議会編、2012、『戦後歴史学用語辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490108187) 

5. 小島道裕、2016、『中世の古文書入門』、河出書房新社 (ISBN:978-4309226859) 

これ以外には『新体系 日本史』（山川出版社）シリーズを調べたい章節を事典的に利用するとよい。 

『史学雑誌』毎年 6 月の「○○年の歴史学界――回顧と展望」 は前年発表の各分野の論文・著書の紹介で、関心あるテーマの

項目を 10 年分（以上）拾い読みするとよい。 

【研究史上重要な論文と研究史ガイド】としては以下のシリーズもお薦め。 

大石直正･柳原敏昭編『展望日本歴史 9 中世社会の成立』（東京堂出版、2001 年） 

佐藤和彦･小林一岳編『展望日本歴史 10 南北朝内乱』（東京堂出版、2000 年） 

久留島典子･榎原雅治編『展望日本歴史 11 室町の社会』（東京堂出版、 2002 年） 

池上裕子･稲葉継陽編『展望日本歴史 12 戦国社会』（東京堂出版、2001 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

上のリンク先には『平安遺文』『鎌倉遺文』の全文データベースもある。活用することが望ましい。 

これ以外には授業中に指示する。 
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注意事項（Notice） 
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■AC138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１６ 

(Seminars H16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史の史料・論文の読解能力を高めるとともに，卒業論文の制作との関連を重視して，各自の研究テーマを探究する。 

3 年生の段階では，自分の研究テーマに関連する史料を集めて（先行研究を参考にしながら）読むとともに，学術的な論文を集め

て読む力を身につける（特に学術的な手続きを踏まえた文献とそうではない文献の区別ができるようになる）ことを目指す。 

 

While enhancing their ability to comprehend historical materials and academic papers on medieval Japanese history, students 

will explore their research themes with an emphasis on the relationship with the writing of a graduation thesis. 

In the third year, students will collect and read historical materials related to their own research themes (while referring to prior 

research), and will aim to acquire the ability to read academic research papers (in particular, the ability to distinguish literature 

based on academic procedures from those not). 

 

授業の内容（Course Contents） 

①史料輪読 

②論文輪読 

③予備論文・卒業論文作成に向けたレポート作成 

 

①各回 60 分程度。佐藤進一『新版 古文書学入門』をサブテキストとして，中世古文書の輪読を行う。毎回報告者を指定して，指

定された古文書について，読み下し・現代語訳・解説（人名・地名・語句）とともに，『平安遺文』・『鎌倉遺文』などを利用して関連

文書を集めたうえで，当該古文書について古文書学的な分析を行うこと。2 年時に「古文書１」の授業を受けていることを前提に

するが，もし未履修の場合は，今年度中に履修しておくことが望ましい。 

 

②各回 30 分程度。毎回指定された報告者が，課題文献について，内容要約，論述・論証・史料解釈（史料操作）の仕方について

レジュメを作成して報告する。そのうえで，参加者全員で討議を行う。論文については，報告者と相談しながら，報告者の関心に

応じて定める。「論文を書く」ためには「論文の書き方」が分からなければならない。報告者にはぜひ優れた「論文」をレジュメに要

約することを通じて「論文の書き方」を学んでほしい。 

③各自の研究テーマを確認し，それに沿って，関係文献・史料を収集整理し（機会をみて「文献目録」を作成してもらう），各自の

研究テーマを深めていく。長期休み中にレポートを作成してもらう。具体的な報告の計画については，初回の授業で決める。 

 

演習の理解を深めるために，史跡・博物館の巡検やゼミ合宿（年 2 回程度）なども実施するので、参加者は必ず参加すること。 

 

(1) Group reading of historical materials 

(2) Group reading of academic papers 

(3) Creation of reports aimed at writing a preliminary thesis and graduation thesis 

(1) About 60 minutes each session The course will perform group reading of ancient and medieval documents, with Shinpan 

komonjogaku nyuumon by Shinichi Sato as a subtext. In each session, a reporter will be designated, and the student will read, 

comprehend, and create modern translations of specified ancient manuscripts (names of persons, geographical names, words 

and phrases, etc.) while collecting related documents using Heian Ibun, Kamakura Ibun, etc., then perform paleographical analysis 

of the ancient manuscripts. The course assumes that students have taken the "Ancient Manuscripts 1" class in their second 

year; those who have not done so should take the course during this academic year. 

(2) About 30 minutes each session Each session, a designated reporter will prepare a summary of the content of the target 

literature, as well as an outline of the methods of the discussions, demonstrations, and interpretations of the historical materials 

(use of historical materials). Based on this, all participants will engage in deliberations. Academic papers will be decided in 

consultation with reporters in accordance with their interest. Writing an academic paper requires knowledge on how to make it 

better. Reporters are encouraged to learn how to write academic papers by summarizing outstanding academic papers in an 

outline paper. 

(3) Students will confirm their research themes, collect and organize related literature and historical materials in line with the 

themes (including creation of a bibliography as opportunity permits), and will deepen their research themes. Students will create 

reports during the long break. A specific report plan will be decided in the first class. 
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The course will help students deepen understanding of the seminars by visiting historical sites and museums and by holding 

seminar camps (scheduled twice a year or so) as mandatory participation by the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料・論文輪読（１） 

3. 史料・論文輪読（２） 

4. 史料・論文輪読（３） 

5. 史料・論文輪読（４） 

6. 史料・論文輪読（５） 

7. 史料・論文輪読（６） 

8. 史料・論文輪読（７） 

9. 史料・論文輪読（８） 

10. 史料・論文輪読（９） 

11. 史料・論文輪読（１０） 

12. 史料・論文輪読（１１） 

13. 史料・論文輪読（１２） 

14. まとめ 

 

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

参加者には，初回の授業の際に問題関心や研究テーマについてヒアリングする予定である。 

とはいえ，そのことを気にして，急いで自分の研究テーマを決めてしまうのではなく，幅広く見聞を積んでアンテナを広げておくこ

と。新書レヴェルの本は気軽に手にとって読む習慣を身につけたい。 

 

★史料読解の訓練のために「古文書」の講義を継続して履修することが望ましい。日本中世史関係の「史学講義」も可能な限り履

修してほしい。日本中世史を専攻するという自分の専門性への自覚をもってほしい。教養のありがたさというのは、ある程度専門

性を深めた後になってようやく理解されるものだと思う。私自身は皆さんに教養をもってほしいと思うし、そのためにもいろいろな

授業を積極的にとってほしいが、それが上っ面の「お勉強」にならないためにも、自分の思考の基礎となる専門性というものを持っ

てほしいと願っている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢(40%)/レポート(20%) 

ゼミは毎回参加が原則である。無断欠席は原則認めない。正当な理由のある場合は必ず事前に連絡すること。なお，単位修得

のためには，８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤進一、2003、『新版 古文書学入門』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588320118) 

このほかに必要なものはゼミで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 歴史学研究会編、1998、『日本史史料〈2〉中世』、岩波書店 (ISBN:978-4000261371) 

2. 秋山哲雄・田中大喜・野口華世編、2014、『日本中世史入門―論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:978-4585220794) 

3. 佐藤和彦・西岡芳文・稲葉継陽・榎原雅治・海津一朗編、1995、『日本中世史研究事典』、東京堂出版 (ISBN:978-

4490103892) 

4. 木村茂光監・歴史科学協議会編、2012、『戦後歴史学用語辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490108187) 

5. 小島道裕、2016、『中世の古文書入門』、河出書房新社 (ISBN:978-4309226859) 

これ以外には『新体系 日本史』（山川出版社）シリーズを調べたい章節を事典的に利用するとよい。 

『史学雑誌』毎年 6 月の「○○年の歴史学界――回顧と展望」 は前年発表の各分野の論文・著書の紹介で、関心あるテーマの

項目を 10 年分（以上）拾い読みするとよい。 

【研究史上重要な論文と研究史ガイド】としては以下のシリーズもお薦め。 

大石直正･柳原敏昭編『展望日本歴史 9 中世社会の成立』（東京堂出版、2001 年） 

佐藤和彦･小林一岳編『展望日本歴史 10 南北朝内乱』（東京堂出版、2000 年） 

久留島典子･榎原雅治編『展望日本歴史 11 室町の社会』（東京堂出版、 2002 年） 

池上裕子･稲葉継陽編『展望日本歴史 12 戦国社会』（東京堂出版、2001 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

上のリンク先には『平安遺文』『鎌倉遺文』の全文データベースもある。活用することが望ましい。 

これ以外には授業中に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１７ 

(Seminars H17) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA 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） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世史料の読解能力を高めるとともに、自らの研究テーマについて実践的な研究をすすめる。 

 

Students will enhance their ability to comprehend early modern historical materials, and will engage in practical research on 

their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次で培った史料読解能力をさらに鍛えるべく、史料の講読を継続する。また各自の研究テーマに関わる文献の精読によって

論点を絞り込み、卒論に利用する資料を探していく。こうした文献や史料の内容を整理し、仮設を組み立てて報告し、各自の研究

テーマを深めていくこととしたい。基本的には 

Ⅰ 近世の史料を輪読して内容を検討する 

Ⅱ 先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自や半単位で史料分析や研究の現状を報告して討論する 

この 3 つの内容を適宜組み合わせてすすめる。 

 

Students will continue to read historical materials in order to further train the ability to comprehend historical materials 

cultivated in the second year. Through careful reading of literature related to their research themes, students will narrow down 

their issues and search for materials of use in their graduation theses. Students should organize the content of such literature 

and historical materials, construct hypotheses, give reports, and deepen their research themes. Essentially, students will 

proceed by combining content from the following three activities: 

I) Perform group reading of early modern historical materials and examine the content 

II) Examine prior research and important literature 

III) Report on and examine the current state of research and analysis of historical materials, for each half-credit 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究報告および討論（１） 

2. 参加者の研究報告および討論（２） 

3. 参加者の研究報告および討論（３） 

4. 史料の読解（１） 

5. 史料の読解（２） 

6. 史料の読解（３） 

7. 史料の読解（４） 

8. 史料の読解（５） 

9. 史料の読解（６） 

10. 史料の読解（７） 

11. 史料の読解（８） 

12. 史料の読解（９） 

13. 史料の読解（10） 

14. 史料の読解（11) 

 

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

史料や文献は必ず事前に読み込み、わからない語句を調べるなど十全な予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 
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参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１８ 

(Seminars H18) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する各自の研究テーマを深め，予備論文や卒業論文に向けての研究をすすめることで，卒業論文の執筆に取り

組む段階に至ることを目的とする。 

 

Students will aim to reach the stage of writing their graduation theses by deepening their own research themes concerning early 

modern Japanese history and by engaging in research for their preliminary theses and graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 H15 の内容を継続し，各自の研究テーマについて，先行研究の整理や読解した史料の内容をもとに仮説的な見通しをたて

て，適宜レジュメにまとめて報告する。最後にそれらをまとめて，卒論への一階梯とする。具体的には， 

Ⅰ 各自の研究に関わる近世史料を取り上げて，その内容を検討する 

Ⅱ 各自の研究に関わる先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自が研究の現状を報告して討論する 

この３つの内容を適宜組み合わせてすすめる。なおそれぞれの研究の進展具合にあわせて，ⅠⅡⅢそれぞれの割合について

は，臨機応変に対応する。 

またあわせてグループごとに史料解釈をふまえた研究報告を行うことも予定している。 

 

Continuing the content from Seminars H15, students will establish hypothetical perspectives based on the organization of prior 

research and on the content of historical materials they have comprehended, and will create outlines and report on these as 

appropriate. Finally, students will assemble these as a step toward their graduation theses. Specifically, students will proceed by 

combining content from the following three activities: 

I) Take up early modern historical materials related to students' research, and examine the content 

II) Examine prior research and important literature related to students' research 

III) Report on and examine the current state of research 

  The relative proportions of I, II, and III will be adjusted flexibly according to the progress of students' research. 

The course also plans to have students give research reports based on each group's interpretation of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告・討論（１） 

2. 参加者による報告・討論（２） 

3. 参加者による報告・討論（３） 

4. 参加者による報告・討論（４） 

5. 参加者による報告・討論（５） 

6. 参加者による報告・討論（６） 

7. 参加者による報告・討論（７） 

8. 参加者による報告・討論（８） 

9. 参加者による報告・討論（９） 

10. 参加者による報告・討論（１０） 

11. 参加者による報告・討論（１１） 

12. 参加者による報告・討論（１２） 

13. 参加者による報告・討論（１３） 

14. 参加者による報告・討論（１４） 

 

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

報告の準備が必要。研究書もしくは史料をつねに新たに読み込んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜、必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う場合がある。またゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１９ 

(Seminars H19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to organize prior research, collect historical materials, and perform readings related to their research, on the 

premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文を執筆することを前提に、必要な準備作業を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究の整理や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらう。その上で，史料調

査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will perform necessary preparatory 

work on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the organization of 

specific prior research and the presentation of historical materials related to the themes they wish to pursue. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

報告準備のために、十分に時間をとって先行研究の講読・整理、史料の収集と講読を行うこと。 

常に自分の研究テーマを中心とした日本近代史の文献・史料の探索、講読を行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２０ 

(Seminars H20) 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読に基づいた発表を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to make presentations based on organization of prior research, collection of historical materials, and readings 

related to their research, on the premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history 

studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文執筆を前提に、そのために必要な研究報告を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらい、質疑応答を行う。その上

で，史料調査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will make necessary research reports 

on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the presentation of specific 

prior research and historical materials related to the themes they wish to pursue, and will engage in Q&A. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

各自の報告準備を十分に時間を取って行うこと。 

自分の研究テーマにそって、文献・史料の探索、講読を熱心に行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・質疑応答の内容(50%)/出席および受講態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２１ 

(Seminars H21) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H10に引き続き、日本現代史に関して史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するための基

礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H10, students will deepen their awareness of history based on historical materials concerning 

contemporary Japanese history studies, will set their own issues in that field, and will learn fundamentals for verifying these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

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、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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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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■AC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２２ 

(Seminars H22) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H21に引き続き，日本現代史への理解を深めるが，各自の研究テーマ決定との関連を重視して，日本現代史に関する研究

史への理解を深める。 

 

Continuing from Seminars H21, students will deepen their understanding of contemporary Japanese history studies and the 

history of research concerning those studies, with an emphasis on the relationship of these with the setting of research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史における主要な研究書・論文の講読をしつつ，演習 H21に引き続き日本現代史, なかでも 1960～1990 年代を対象と

する。授業は，指定した文献や史料を参加者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その

報告に基づき全員が質疑応答する形式で行う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する学術書・学術論文の講読 

２. 1970〜90 年代に関する史料読み 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～２を繰り返して，授業を進める。 

 

Students will read key research documents and academic papers in contemporary Japanese history studies, and, continuing 

from Seminars H21, will target contemporary Japanese history studies, particular from the 1960s to 1990s. All participants will 

prepare the specified literature and historical materials ahead of class. In the class, one or two participants will take the role of 

reporter, after which all members will take part in Q&A based on the reports. Specifically, the course will address the following 

points: 

1. Reading of scholarly documents and academic papers concerning contemporary Japanese history studies 

2. Reading of historical materials concerning the 1970s to 1990s 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interests, and will advance through 

repetition of the above steps 1-2. 

 

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。また、授業終了後において、当日の議論を振り返り、日本現代史研究にとって必

要な視点や事実関係をノートにまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１１ 

(Seminars H11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解するとともに、この時期の

史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and 

Restoration periods) and will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical 

materials of the period and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の概略を理解するための文献を講読し、各人が担当部分について調査・発表し、ディスカッション

を行いつつ、教員が適宜解説を加える。また、歴史に関わる基礎的な事項の解説、簡単な史料の読解を行う。 

 

Students will read literature to gain an overview of the early modern to modern transition period in Japan (the late Bakumatsu 

and Restoration periods). Students will investigate and give presentations on the portions under their charge, and the faculty 

member will add commentary as appropriate during discussions. In addition, the faculty member will explain fundamental matters 

related to history studies, and will lead comprehension of simple historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、各人の興味・関心の発表、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解入門（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解入門（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、基礎的事項の解説（１） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、基礎的事項の解説（２） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、基礎的事項の解説（３） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、基礎的事項の解説（４） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（１） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（２） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（３） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（４） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（５） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（６） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。基礎的事項の解説・史料読解については復習をする。予習・復習の成果は毎回の簡単な

小テストで確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木克、2014、『幕末史』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06800-2) 

別にテキストを追加することもありうる。 

 

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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■AC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１２ 

(Seminars H12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解するとともに、この時期の

史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and 

Restoration periods) and will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical 

materials of the period and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、近世近代移行期（幕末維新期）の主要な歴史事象に関わる史料を読み、グループごとに解読・調査・発表し、ディスカッ

ションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。後半は、各人が興味・関心のあるテーマについて調べて報告し、ディスカッションを

行う。 

 

In the first half of the course, students will read historical materials related to major historical events of the early modern to 

modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods). Each group will decipher, examine, and give 

presentations on the materials, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. In the second 

half of the course, students will investigate and report on their individual themes of interest, and will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（６） 

8. 研究報告の方法の提示 

9. 各人の研究の予備報告 

10. 各人の研究報告（１） 

11. 各人の研究報告（２） 

12. 各人の研究報告（３） 

13. 各人の研究報告（４） 

14. 各人の研究報告（５）、総括 

 

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

次の授業で講読する史料を読んできて、授業後には復習を行うこと。史料講読の予習・復習の成果は、小テストで確認する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/予習・復習確認小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

史料はプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

史跡や博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１ 

(Seminars I1) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と環境とのかかわりを，人間を主体とした文化・生態・環境を軸としてとらえ，相互の関係性にたった理解の方法を学ぶ。 

 

This class will observe the relationship between human beings and the environment from a viewpoint of culture, ecology, and 

environment with humans as the main actors. Students will learn methods of understanding based on mutual relevance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな自然と人間との関わりあいの文化環境学的研究を地理学，生態人類学などのテキストとフィールドワークから

理解する。 

「環境」「生態」「文化」に関して，その概念と方法論を参考文献および資料の講読と事例研究より学ぶ。課題に関して実地調査も

行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，関心と理解を深

める。参加者による発表担当および議論進行分担およびゼミ運営の役割分担を行う。 

 

Drawing on texts and fieldwork, students will understand cultural/environmental studies research on the world's diverse 

relationships between nature and humans, in areas including geography and ecological anthropology. 

Students will learn concepts and methodologies concerning "environment," "ecological" and "culture" from readings and from 

case studies of reference literature and materials. Students will engage in field investigations of their subjects. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen interest and understanding. Participants will divide the tasks of presentation 

leader, discussion facilitator, and seminar manager. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の分野と課題 

2. 研究事例の紹介 

3. 研究テーマ設定１／各自の発表および議論 

4. 研究テーマ設定２／同上 

5. 研究テーマ設定３／同上 

6. フィールドでの発見１／同上 

7. フィールドでの発見２／同上 

8. 発見から研究へ／研究方法の紹介 

9. 発表１・研究レビュー／各自の発表および議論 

10. 発表２・研究レビュー／同上 

11. 発表３・研究レビュー／同上 

12. 発表４．フィールド調査結果／同上 

13. 発表５．フィールド調査結果／同上 

14. まとめと今後の課題設定 

 

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

日常の生活や事象・文化に関心をもち、問題発見に努める。 

関連する書籍や論文等に目を通し、テーマ設定や研究史の理解に努めるとともに読書力をつける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２ 

(Seminars I2) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然と人間の関係」「文化環境学」への関心を高め，その研究の枠組みと方法を，地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

The class will enhance students' interest in "the relationship between nature and humanity" and "cultural/environment 

studies." From outline documents, academic papers, and practical experience involving geography, ecological anthropology, and 

other fields, students will learn about frameworks and methods for researching these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期演習Ｉ1 の成果をふまえて，自然と人間との関わり合いの研究に関連する地理学，生態人類学等の論文を講読し，研究対

象，方法，実証の仕方をまとめ，発表する。自らの調査によるデータを用いて分析を行い，考察に関して報告も行う。また，それら

の成果のまとめも行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，研究方法の理解

を深める。参加者による発表担当および議論進行分担を行う。 

 

Based on the results of the Spring Semester Seminars I1, students will read academic papers on geography, ecological 

anthropology, etc. related to the study of the relationship between nature and human beings, and will summarize and give 

presentations on research subjects, methods, and means of demonstration. Students will perform analysis using data from their 

own surveys, and will also report on their studies. Students will also summarize their findings. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen understanding. Participants will share the roles of presentation leader and 

discussion facilitator. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の研究レビュー 

2. 課題発表１／各自の発表と議論 

3. 課題発表２／同上 

4. 課題発表３／同上 

5. 研究論文の読み方／学術誌と課題論文紹介 

6. 論文講読発表１／課題論文の発表と議論 

7. 論文講読発表２／同上 

8. 論文講読発表３／同上 

9. 論文講読発表４／選択論文の発表と議論 

10. 論文講読発表５／同上 

11. 論文講読発表６／同上 

12. フィールドワークテーマ発表１／各自の発表と議論同上 

13. フィールドワークテーマ発表２／同上 

14. まとめと今後の課題 

 

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

研究論文雑誌に目を通し、専門書を積極的に読み、専門研究分野の理解力と応用力を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 



 - 264 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ３ 

(Seminars I3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

Students will learn about historical science concepts and perspectives, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ史に限らず、まずはたくさんのテクストを読むところから始めましょう。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を

深めていきます。 

 

The course will begin with the reading of many texts, not limited to American history. Each session, students will read shared 

texts, create outlines, and deepen their discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ４ 

(Seminars I4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

Students will learn about historical science concepts and perspectives, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト読解を中心に進める。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深めていく。 

 

Classes will mainly consist of reading texts. Each session, students will read shared texts, create outlines, and deepen their 

discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』、東大出版会 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ５ 

(Seminars I5) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 薫(MURAKAMI KAORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム文化に関する研究書・論文等を読み、著者による視点や論点の違いについて理解を深める。 

 

Students will read research papers, academic papers, etc. on Islamic culture, and will deepen their understanding of the 

differences among points of discussion and authors' viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は研究論文の読み方を演習方式で検討する。第 6 回以降の学生報告では、各自がイスラーム文化に関する個別テーマを

設定し、そのテーマに関する先行研究を読み、内容を報告する。 

 

The first half of the course will examine how to read research papers, in an exercise format. In the 6th and subsequent student 

reports, students will set individual themes on Islamic culture, read prior research on the themes, and report on the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と進め方の説明 

2. はじめに/イスラーム文化研究について 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/課題に関する個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

演習で扱う研究書・論文を予習した上で演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ６ 

(Seminars I6) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム文化に関する研究書・論文等を読み、それぞれの著者による視点や論点の違いについて理解を深める。 

 

Students will obtain reading skills of research articles on Islamic culture and understand each authors’ points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生報告では、イスラーム文化に関して各自が興味・関心をもつテーマを設定し、そのテーマに関する複数の先行研究論文を紹

介する。毎回、担当者を割り振る。担当者が論文内容を報告した後、全員で討議する。学生報告の進め方の詳細については第１

回に説明するので、出席すること。 

 

Students will set individual themes of interest concerning Islamic culture, and will introduce multiple prior research papers on 

the themes. In every session, first, one of the students will report on the content of research papers, and then all participants 

will discuss the topic. Students are expected to attend the first session, as details of how to proceed with the seminar will be 

explained. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに／イスラーム文化研究資料の探し方 

3. 研究論文を読む１／論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２／議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３／議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１／課題に関する個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２／同上 

8. 学生報告３／同上 

9. 学生報告４／同上 

10. 学生報告５／同上 

11. 学生報告６／同上 

12. 学生報告７／同上 

13. 学生報告８／同上 

14. まとめ／演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

演習で扱う研究書・論文を予習した上で演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確

認しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ７ 

(Seminars I7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（１） 

担当者名 

（Instructor） 
松本 尚之(MATSUMOTO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学の基本的な考え方や用語について、さまざまな社会を事例に学ぶ。 

 

Using various societies as examples, students will learn about fundamental concepts and terms in cultural anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学にかんする教科書の輪読を中心とする。具体的には、発表者とコメンテータを毎回決め、受講生全員で議論を行う。 

 

The class will focus on the reading of textbooks on cultural anthropology. Specifically, a presenter and commentator will be 

decided in each session, and all students will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ８ 

(Seminars I8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（２） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉（HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学の主要テーマである世界観・死生観をはじめとする宗教的事象をさまざまな社会を事例に学ぶ。また受講生の興味

関心とこれらのトピックを関連付けて思考する力を育成する。 

 

Using various societies as examples, students will learn about worldviews, views of life and death, and other religious phenomena 

that are key themes in cultural anthropology. Course takers will also relate these topics to their interests and cultivate the 

ability to think critically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学・宗教人類学にかかわる文献の輪読を中心とする。具体的には、発表者とコメンテータを毎回決め、受講生全員で議

論を行う。 

 

The class will focus on group reading of literature related to cultural anthropology and religious anthropology. Specifically, a 

presenter and commentator will be decided in each session, and all students will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ９ 

(Seminars I9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本各地の代表的な都市や農村の風土や歴史を，新旧地形図や統計などを利用して考察し，地域に対する興味や関心を高め

る。 

 

Students will examine the climate and history of typical cities and rural areas in various regions of Japan using both new and old 

topographic maps, statistics, and other resources, to heighten interest toward those regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全国を網羅する『地図で読む百年』シリーズの著書の中から，各自興味・関心のある都市や農村を選択して，その内容をパワー

ポイントや OHC（教材提示装置）などを使って授業で紹介し，全体討論を行う。第１回目の授業以降，参加者による発表と全体討

論を繰り返し，日本における都市や農村の地域的特性への理解を深める。 

 

From the Chizu de yomu hyaku-nen series of books that cover all of Japan, students will select cities and rural areas of 

interest, introduce the content in class using PowerPoint, OHC (teaching material presentation equipment), etc., and will engage 

in general debate. Beginning with the first class, the course will repeat presentations and general debate by participants to 

deepen their understanding of the regional characteristics of cities and rural areas in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告（１） 

2. 参加者による報告（２） 

3. 参加者による報告（３） 

4. 参加者による報告（４） 

5. 参加者による報告（５） 

6. 参加者による報告（６） 

7. 参加者による報告（７） 

8. 参加者による報告（８） 

9. 参加者による報告（９） 

10. 参加者による報告（１０） 

11. 参加者による報告（１１） 

12. 参加者による報告（１２） 

13. 参加者による報告（１３） 

14. 参加者による報告（１４） 

 

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

『地図で読む百年』シリースは，全冊が立教大学の図書館に配架されているので，事前にその内容を確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

2019 年 4 月 23 日付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前の記載内容】発表の準備と内容(40％)、全体討論での発言(30％)、出席

(30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

寺阪・平岡・元木編『関東１地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１０ 

(Seminars I10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な地域を取り上げ研究テーマを設定し，グループでの事前学習を行い，実際のフィールドワークへと結びつける能力を養

う． 

 

Students will take up a specific region, set research themes, engage in prior learning as a group, and cultivate the ability to 

connect this to actual fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ9で学んだ地域の調べ方をもとに，実際にフィールドワークを想定した調査・研究能力の習得を目指した授業を展

開する。具体的には、東京とその近郊のある地域を選定し、その自然環境や土地利用の変遷，地域開発の歴史，人口構成の変

化などをテーマに，新旧の地形図，統計，文献資料などをもとに調べる。さらに、その成果を授業内で発表して議論を深め、最終

的に報告書としてまとめる。 

なお、調査する地域やテーマ、担当などについては、第１回目の授業時に相談の上決定するので、必ず出席すること。 

 

Based on methods for surveying regions learned in Seminars I9 in the spring semester, the course will conduct classes aimed at 

having students acquire survey and research abilities on the assumption of actual fieldwork. Specifically, students will select 

regions in Tokyo and its suburbs, and will survey new and old topographical maps, statistics, literature, etc. on themes such as 

changes in the natural environment and land use, the history of regional development, and changes in population composition. 

Students will further present their findings in class to deepen discussion, and will finally summarize the findings in reports. 

Students are expected to attend the first class, as themes and regions to survey, leaders, etc. will be determined through 

consultation in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：具体的な調査地域の検討とグルーピング 

2. 各グループによる報告(1) 

3. 各グループによる報告(2) 

4. 各グループによる報告(3) 

5. 各グループによる報告(4) 

6. 各グループによる報告(5) 

7. 各グループによる報告(6) 

8. 各グループによる報告(7) 

9. 各グループによる報告(8) 

10. 各グループによる報告(9) 

11. 各グループによる報告(10) 

12. 各グループによる報告(11) 

13. 各グループによる報告(12) 

14. ３年生に向けての授業計画 

 

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

東京とその近郊を中心に，興味･関心のある地域の歴史や風土，文化などに関する文献研究を進める． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および議論の内容(40%)/報告書の内容(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない． 

 

参考文献（Readings） 



 - 274 - 

1. 寺阪昭信, 平岡昭利, 元木靖、2003、『地図で読む百年 関東 1』、古今書院 (ISBN:9784772230261) 

2. 今尾恵介、2011、『地図で読む戦争の時代―描かれた日本、描かれなかった日本』、白水社 (ISBN:9784560081181) 

3. 竹内正浩、2014、『空から見る戦後の東京』、実業之日本社 (ISBN:9784408110271) 

4. 梶田真、仁平尊明、加藤政洋、2012、『地域研究ことはじめ』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１３ 

(Seminars I13) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの専門書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through specialized documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者自らが研究テーマを見つけて，研究を進める。従来の研究と自らの問題意識とをあわせてテーマを決め，調査計画をたて

て，フィールドワークを実施する。それをもとにデータを分析・考察を行う。関連分野の論文の講読と自らの研究テーマに関する研

究レビューを積極的に行う。研究テーマの設定，関連する研究のレビュー，研究方法の構築，分析，考察について参加者と討論

を深め，自ら実践できるようにする。 

 

Course takers will find their own research themes and advance their research. Students will determine themes combining past 

research with their own awareness of issues, formulate survey plans, and carry out fieldwork. Based on this, students will 

analyze and consider data. Students will actively read academic papers in related fields and perform research reviews related to 

their research themes. The course will deepen debate with participants concerning the setting of research themes, reviews of 

related research, and construction, analysis, and consideration of research methods, and will enable participants to put these 

into practice on their own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学のテーマ／これまでの研究例の紹介 

2. テーマ発表１／各自の発表と議論 

3. テーマ発表２／同上 

4. テーマ発表３／同上 

5. データの分析方法／方法の紹介 

6. 分析発表１／各自の発表と議論 

7. 分析発表２／同上 

8. 分析発表３／同上 

9. データの考察から展望へ／方法の紹介 

10. 考察発表１／各自の発表と議論 

11. 考察発表２／同上 

12. 考察発表３／同上 

13. 論文のまとめ方 

14. 課題の提示 

 

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

関連専門書を読み、文章力を高め、分析・考察をより深められるように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１４ 

(Seminars I14) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through summary documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期Ｉ11 に引き続き，各自の研究テーマについて議論を深める。フィールドワークの結果を用いて自らの関心とその分析方法

の理解を深める。以下の項目に関して毎回の担当者の発表と参加者による討論を通じて，分析，考察，論文記述を中心に学ぶ。 

1. 研究テーマに応じた議論の構築 

2. 研究枠組みと方法論の吟味 

3. 先行研究のレビュー 

4. 問題の設定と限定 

5. 予備調査とそれに基づく分析と課題 

 

Continuing from spring semester I11, the course will deepen discussions of research themes. Using the findings of their 

fieldwork, students will deepen their understanding of their interests and methods for their analysis. Students will learn with a 

focus on analysis, consideration, and academic paper writing through presentations by leaders and discussions by participants in 

each session concerning the following items. 

1. Construction of discussions matched to research themes 

2. Close examination of research frameworks and methodologies 

3. Review of prior research 

4. Setting and limiting of issues 

5. Preliminary survey, and analyses and topics based on this 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の確認 

2. 研究課題の構築と研究レビュー１／各自の発表と議論 

3. 研究課題の構築と研究レビュー２／同上 

4. 研究課題の構築と研究レビュー３／同上 

5. 研究課題の構築と研究レビュー4／同上 

6. 予備調査データの収集と分析１／同上 

7. 予備調査データの収集と分析２／同上 

8. 予備調査データの収集と分析３／同上 

9. 予備調査データの収集と分析 4／同上 

10. 分析結果の考察と課題提示１／同上 

11. 分析結果の考察と課題提示２／同上 

12. 分析結果の考察と課題提示３／同上 

13. 分析結果の考察と課題提示 4／同上 

14. 今後の課題と論文のまとめ方 

 

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

自らのテーマに従い調査を行いデータを収集する。 

専門論文に目を通し、分析方法や論文記述の方法を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１５ 

(Seminars I15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

Students will learn to critically decipher the findings of research in history studies, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

Students will read shared texts, create outlines, and deepen their discussions. 

The course will proceed in parallel with preparations for preliminary graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

3. アメリカ学会、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１６ 

(Seminars I16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、史料を用いながら歴史学研究の成果を検討できるようになる。 

 

Students will learn to consider the findings of research in history studies through the use of historical materials, with a focus on 

United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文のための準備を並行して進める。 

 

Students will read shared texts, create outlines, and deepen their discussions. 

The course will proceed in parallel with preparations for preliminary graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１７ 

(Seminars I17) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 薫(MURAKAMI KAORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマに関する既存の知見と自らの主張の相違を示すことができる。 

 

Students will be able to indicate the differences between existing knowledge and their own claims regarding their research 

themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では論文執筆作法と研究論文の読み方を再確認する。第 6 回以降の学生報告では、各自が興味・関心をもつ研究テーマを

設定し、そのテーマに関する既存の知見を紹介する。自分の主張との共通点や差異などを報告したうえで、全員で討議する。 

 

The first half of the course will reaffirm how to write academic papers and how to read research papers. In the 6th and 

subsequent student reports, students will set research themes of interest, and will introduce existing knowledge on those 

themes. After students deliver reports on shared points and differences between existing knowledge and their own claims, all 

participants will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに/論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/研究内容について個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１８ 

(Seminars I18) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自らの主張を支える根拠として、的確なデータや資料を示し、説得力のある論理を構成することができる。 

 

Students will be able to present accurate data and materials to support their own claims, and to construct persuasive logic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生報告では、各自が興味・関心をもつ研究テーマに関して、そのテーマに関する現地調査（フィールドワーク）や文献調査で得

られた知見を示しつつ、自らの主張を報告する。発表者の主張を支える根拠（資料やデータ）について、全員で討議する。後半は

中間レポートのフィードバックを全員で行う。 

 

In the first half of the course, students will present knowledge obtained through local surveys (fieldwork) and literature surveys 

concerning their research themes of interest, and will report on their own claims. All members will discuss the grounds 

(materials and data) that support presenters' claims. In the second half of the course, all participants will provide feedback on 

interim reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と概要の説明。中間レポート作成に関する注意点の説明 

2. 学生報告１／研究内容についての個人報告を行った後、全員討議を行う 

3. 学生報告２／同上 

4. 学生報告３／同上 

5. 学生報告４／同上 

6. 学生報告５／同上 

7. 学生報告６／同上 

8. 学生報告７／同上 

9. 学生報告８／同上 

10. フィードバック１／中間レポートのフィードバックを行う 

11. フィードバック２／同上 

12. フィードバック３／同上 

13. フィードバック４／同上 

14. フィードバック５／同上 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加すること。演習時の討議で得た助言等を参考にして中間レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確認

しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１９ 

(Seminars I19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学演習 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分で設定した文化人類学での課題に取り組む。結果を他の受講者に伝える能力も養う。 

 

Students will undertake topics that they have set within cultural anthropology. Students will cultivate the ability to communicate 

findings to other course takers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  取り組む課題は受講者が主体的に決める。基本的には演習 I20 に接続して課題を深化させることが望ましい。本演習では先

行の研究を参照するだけでなく，みずから関係者に取材したり，現地を訪問するなど直接的な情報収集を歓迎する。 

  整理と結果の伝達の手法については，先人の研究論文を読むことで習得を目指す。受講者の発表の間に適宜先人の研究論

文を読む機会をもつ。 

 

  Course takers will independently decide the topics that they will undertake. Ideally, students will deepen their topics in 

connection to Seminar I20. This exercise will not only make reference to prior research, but will also welcome direct information 

collection, including interviewing of relevant persons and field visits. 

  The exercise will aim to have students learn methods for organization and the communication of results by reading research 

papers of earlier researchers. Students will have opportunities to read earlier research papers as appropriate in between 

presentations by course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文作成にあたっての方法論、実例 

3. 学生による発表 １ 

4. 学生による発表 ２ 

5. 学生による発表 ３ 

6. 学生による発表 ４ 

7. 学生による発表 ５ 

8. 学生による発表 ６ 

9. 学生による発表 ７ 

10. 学生による発表 ８ 

11. 学生による発表 ９ 

12. 学生による発表 １０ 

13. 学生による発表 １１ 

14. 秋学期にむけての夏の調査方針指導 

 

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

  イントラネット（インターネットではない）で過去複数年の栗田が担当した過去年の演習の内容を公開しているので，参照された

い。 

  受講生の希望にしたがってゼミ合宿も企画する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業中の議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２０ 

(Seminars I20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学演習 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉（HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学的な概念の検討や先行研究の批判的検討を通して、自身の研究テーマに関わる問いを深化させる。 

 

Students will deepen questions related to their research themes through examination of concepts in cultural anthropology and 

critical examination of prior research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個人の研究テーマと関わる発表と議論を行う。具体的には、先行する研究を吟味した上で、それを批判的に検討し、自身のオリ

ジナルなデータに基づく議論を展開することを目指す。先行する研究は、文化人類学のみならず、社会学や地域研究など隣接分

野の研究も参照することが望ましい。また、個人のフィールドワークに基づく研究発表も歓迎される。 

 

Students will engage in presentations and discussions on their individual research themes. Specifically, after close examination 

of previous research, students will aim to critically examine the research and develop discussions based on their own original 

data. Ideally, students will make reference to prior research not only in cultural anthropology but also in adjacent fields such as 

sociology and regional studies. Research presentations based on individual fieldwork are also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表（１） 

3. 個人発表（２） 

4. 個人発表（３） 

5. 個人発表（４） 

6. 個人発表（５） 

7. 個人発表（６） 

8. 個人発表（７） 

9. 個人発表（８） 

10. 個人発表（９） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. 個人発表（12） 

14. 総括 

 

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

先行研究については自主的に調べ、熟読の上発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

個人発表(50%)/議論への参加(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） 



 - 286 - 

■AC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２１ 

(Seminars I21) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

参加者各自の興味や関心に従って，人文地理学や文化人類学，民俗学などの文献を調べたり，自ら調査を実施したりして，その

内容を授業で的確に説明できる。 

 

Participants will be able to investigate literature in human geography, cultural anthropology, folklore studies, etc., conduct their 

own surveys, and accurately explain the content in class, according to their own interests. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者各自が興味関心のあるテーマと地域を選定して，それに関わる研究論文や著書などを読み，その内容をまとめたり，統計

資料を分析したり，自ら調査を実施したりして，その成果を授業で報告する。また，発表後の全体討論を通じて，内容理解の深化

と研究遂行に必要な基礎的能力の習得を図る。授業では参加者による発表と全体討論を繰り返しながら，各自の研究課題を明

確化し，それを遂行するための研究・調査方法を導く。 

 

Participants will select regions and themes of interest, read research papers and books related to these, summarize the 

content, analyze statistical data, conduct their own surveys, and report their findings in class. In addition, through general 

discussions after presentations, the course aims to have students deepen their understanding of the content and acquire the 

fundamental capabilities needed to conduct research. In the classes, participants will engage in repeated presentations and 

general discussions, clarify their research topics, and execute these under guidance on methods of research and surveying. 

 

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，興味関心のあるテーマや地域に関する研究論文や著書を検索しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

2019 年 4 月 23 日付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前の記載内容】発表の準備と内容(40％)、全体討論での発言(30％)、出席

(30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２２ 

(Seminars I22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究テーマを組み立て、論述する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学や地誌学とその周辺学問分野の成果を踏まえて各自の問題意識を明確化し，文献や資料のみならず自らの調査に基づ

いたオリジナルなデータを含めて，その結果を的確に説明できる．そして発表や推敲を積み重ねながら，論文に仕上げる． 

 

Students will clarify their own awareness of issues based on findings from geography, topography, and peripheral research fields, 

and will become able to accurately explain findings, not only from literature and materials but also from original data based on 

their own surveys. Through the accumulation of presentations and revisions, they will finish their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ２１を継続し，毎回の講義では，担当者が発表を行ったり，全員のレポートを読み合せたり，論文制作への導入を

図る．最終的には各自の研究課題を明確化し，論文をまとめる． 

 

Continuing from Seminars I21 in the spring semester, in each session's lecture the leader will create a presentation, read and 

collate the reports of all participants, and work toward thesis production. In the end, participants will clarify their research 

topics and put together their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション．ゼミの進め方，文献検索，レジュメの作成法など 

2. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(1) 

3. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(2) 

4. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(3) 

5. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(4) 

6. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(5) 

7. 論文執筆とプレゼンテーションの技法 

8. 章構成ならびに考察の議論(1) 

9. 章構成ならびに考察の議論(2) 

10. 章構成ならびに考察の議論(3) 

11. 章構成ならびに考察の議論(4) 

12. 章構成ならびに考察の議論(5) 

13. 原稿の読み合わせと指導(1) 

14. 原稿の読み合わせと指導(2) 

 

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

各自で設定したテーマや地域に関する研究論文や著書を講読したり，現地で調査を行ったりすること．また，レポートの最終提出

に至るまでに数度の提出を求めるので，早めに執筆を進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の準備と内容(30%)/出席と授業への参加(30%) 

欠席４回（遅刻２回で欠席１回分とする）で評価対象から除外する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梶田真・仁平尊明・加藤政洋編、2012、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779501326) 

2. 日本建築学会編、2012、『建築・都市計画のための調査・分析方法［改訂版］』、井上書院 (ISBN:9784753017546) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１１ 

(Seminars I11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌を通して、フォークロアを学ぶための基礎知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts for the study of folklore through basic literature and ethnography 

journals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文献・民俗誌の輪読、フィールドワークの事前調査を演習形式で進める。前半は担当者が興味関心のあるテーマについて

文献をまじえて紹介し、討論をしながらフォークロアの知識・考え方について受講者で共有していく。後半は民俗調査についての

事前調査。候補地を設定し、地方史誌・民俗誌をとりあげ個人またはグループで発表を行う。 

 

The course will proceed in exercises format, through group reading of basic literature and ethnography journals, and prior 

surveys for fieldwork. In the first half of the course, leaders will introduce subjects of interest from a grounding in literature, and 

will share knowledge and concepts of folklore with course takers while engaging in discussion. The second half will focus on 

prior surveys in folklore studies. Students will set candidate sites and take up regional history journals and folklore journals to 

conduct presentations individually or in groups. 

 

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. 演習 13 

 

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

関心のある対象や出来事について、日ごろから新聞などに目を配っておいてください。また興味を持った祭りなどに足を運び、実

際に見る・聞く・食べることを通してフォークロアふれてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/授業内での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは受講者の興味関心を考慮したうえで指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１２ 

(Seminars I12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌、フィールドワークによる民俗調査を通して、フォークロアの知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts of folklore through basic literature, ethnography journals, and folklore 

surveys through fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ11で学んだことをふまえて、(１)各自興味関心のあるテーマについての論文を読んで報告する。 

（2）演習Ⅰ11 で事前調査したフィールドワークを行う。事前の準備・検討と、実習後の報告・討論を通して知見を深めていく。 

 

Based on what was learned in Seminar I11, students will: (1) Read and report on academic papers concerning their subjects of 

interest. 

(2) Carry out fieldwork for which prior surveying was performed in Seminar I11. Students will deepen their knowledge through 

prior preparation and investigation, as well as through reports and discussions following practical training. 

 

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. フィールドワークの準備と検討 1 

8. フィールドワークの準備と検討 2 

9. フィールドワークの準備と検討 3 

10. フィールドワーク 1 

11. フィールドワーク 2 

12. フィールドワークの報告と討論 1 

13. フィールドワークの報告と討論 2 

14. まとめ 

 

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

個人発表でのテキストは、学生各自の興味関心を考慮したうえで演習Ⅰ11（春学期）の最終回に指示する。各自、夏休みの間に

読み込んで、受講者で知識を共有し活発な議論ができるように、周到な発表準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/授業内での発言・参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２３ 

(Seminars H23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次の演習での学習を踏まえ、日本の近世近代移行期（幕末維新期）について専門的な研究書・論文を読みこなす能力を習得

し、合わせてこの時期の史料に対する読解能力を高め、自身で課題を追究する技量を養う。 

 

Based on the learning in second-year exercises, students will acquire the ability to read specialized research books and papers 

concerning the early modern to modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods). They will also 

enhance their ability to comprehend historical materials from the period, and cultivate the skills to pursue topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の歴史に関する専門的な研究書・論文のいくつかを講読し、各人が担当部分について調査・発表

し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。また並行して、この時期の史料の読解も行う。 

 

Students will read several specialized research books and papers concerning the early modern to modern transition period in 

Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods). Students will investigate and give presentations on the portions under 

their charge, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. At the same time, they will 

comprehend historical materials from the period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、史料読解（３） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、史料読解（４） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、史料読解（５） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、史料読解（６） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（７） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（８） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（９） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（10） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（11） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（12） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。また、史料読解については復習をすること。予習・復習の成果は、毎回の簡単な小テスト

で確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

明治維新史学会編『講座明治維新』（有志舎）などから論文を選び、プリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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史跡・博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２４ 

(Seminars H24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）の専門研究文献・史料をしっかり読解することにより、自身の研究課題を追究する能力を

高める。 

 

Through careful comprehension of specialized research literature and historical materials concerning the early modern to 

modern transition period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods), students will enhance the capabilities to 

pursue research topics of their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）に関する専門研究書・論文および史料を講読し、各人が担当部分について解読・調査・発表し、デ

ィスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。とりあげる文献・史料は、並行する卒業論文予備演習との関連を意識しな

がら選定する。そのうえで自身の研究テーマについて研究報告を行う。 

 

Students will read specialized research books, papers, and historical materials concerning the early modern to modern transition 

period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods). Students will decipher, investigate, and give presentations on the 

portions under their charge, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. The literature and 

historical materials to be taken up will be selected with an awareness of their relation to the graduation thesis preparatory 

exercises conducted in parallel. Following that, students will present research reports on their research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

8. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

9. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

10. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

11. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

12. 研究報告・ディスカッション（１） 

13. 研究報告・ディスカッション（２） 

14. 研究報告のまとめ、総括 

 

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

講読した史料の復習をすること（小テストで確認する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/発表の質および復習確認小テスト(50%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

選定した史料はプリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

史跡・博物館を見学する合宿などを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２３ 

(Seminars I23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマを設定し、研究の課題と独自性を見出し卒業論文につなげる。その際、研究テーマを先行研究に位置づける作業と、

フィールドワークによる事例のデータを収集・適切なデータの提示とが求められる。 

 

Students will set research themes, discover topics and unique approaches in the research, and connect these to their 

graduation theses. At that time, work that positions students' research themes as prior research, collection of case study data 

through fieldwork, and presentation of appropriate data will be required of students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が主体的に研究テーマを設定し個人発表を行う。前半はテーマについての先行研究のレビューと研究計画となる。先行研究

は隣接領域も含めて視野に入れる。後半は調査対象となる事例・夏休み期間中の調査計画について報告を行う。全体での討論

を重ねて、論文の書き方、調査方法、データの提示方法・分析方法を共有しながら学んでいく。 

 

Students will independently set research themes and deliver individual presentations. The first half of the course will consist of 

reviewing prior literature on students' themes, and research planning. Adjacent domains will also be considered for prior 

research. In the second half, students will report on the cases they are investigating, and on their survey plans for the summer 

vacation period. Through repeated discussions during the course, students will learn as they share methods for academic paper 

writing, surveying, data presentation, and analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 先行研究レビュー 1 

3. 先行研究レビュー 2 

4. 先行研究レビュー 3  

5. 先行研究レビュー 4 

6. 先行研究レビュー 5 

7. 先行研究レビュー 6 

8. 個人発表 1 

9. 個人発表 2 

10. 個人発表 3 

11. 個人発表 4 

12. 個人発表 5 

13. 個人発表 6 

14. 個人発表 7 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。 

夏休み期間に合宿を行い、春学期の個人発表での議論を踏まえた発表を行う。 

各自テーマに応じた予備的なフィールドワークを行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業内での発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２４ 

(Seminars I24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究のテーマについてデータを用いて明確に提示し、隣接領域を含む先行研究をふまえた、論理的な構成の予備論文を制作す

る。 

 

Students will deliver clear data-based presentations on their research themes, and will produce preliminary theses with logical 

composition based on prior research, including from adjacent domains. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ23（春学期）を継続し個人発表を行う。前半は夏休み期間中の調査報告（調査で得たオリジナルなデータの提示と分析）に

ついて発表し、討論する。後半は前半発表に対するフィードバックへのリプライをふまえて発表を行い、卒業論文制作に向けた研

究を深化させていく。 

 

Continuing from Seminar I23 (spring semester), students will deliver individual presentations. In the first half of the course, 

students will deliver presentations and engage in discussions on their survey reports during the summer vacation period 

(presentation and analysis of original data obtained through surveys). In the second half, students will deliver presentations 

based on replies to feedback on presentations in the first half, and will deepen research aimed at production of their graduation 

theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表 1 

2. 個人発表 1 

3. 個人発表 2 

4. 個人発表 3 

5. 個人発表 4 

6. 個人発表 5 

7. 個人発表 6 

8. 個人発表 7 

9. 個人発表 8 

10. 個人発表 9 

11. 個人発表 10 

12. 個人発表 11 

13. 個人発表 12 

14. 個人発表 13 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。 

発表に対しする受講者からのコメントを参照し、フィードバックする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業内での発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC202／フィールドワーク Ｈ２ａ 

(Field Work H2a) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象地に自ら赴き見聞することを通じて，現代史研究を進めていく上で必要となる史料調査・聞き取り調査に関する能力を

高めることを目標とする。 

 

The course aims to enhance the historical materials survey and interview survey capabilities necessary for advancing research 

in contemporary history studies, through personal visits and observation at the sites targeted for research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

静岡県を対象として，聞き取り調査や地域に所蔵されている一次史料の閲覧・整理を中心とした調査を行う。工業開発（コンビナ

ート計画，原子力発電所立地など）と公害問題や、福祉，教育，子育て，メディア，文化，スポーツ，娯楽，水辺や林野の利用等も

取りいれて，共同で調査を行うとともに，記念碑・施設跡等の見学を行う。 

 

With Shizuoka Prefecture as the target, students will conduct interview surveys and surveys focused on reading and organizing 

primary historical materials stored in the area. Students will conduct surveys jointly and tour monuments, vestiges of facilities, 

etc., taking up industrial development (industrial complex planning, nuclear power plant siting, etc.), pollution problems, welfare, 

education, childcare, media, culture, sports, entertainment, use of waterfronts, forests, fields, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事前学習会（１） 

3. 事前学習会（２） 

4. 事前学習会（３） 

5. 予備調査（日帰り） 

6. 本調査にむけての事前学習会 

7. 静岡県への本調査（１） 

8. 静岡県への本調査（２） 

9. 静岡県への本調査（３） 

10. 静岡県への本調査（４） 

11. 静岡県への本調査（５） 

12. 報告書に関する報告（１） 

13. 報告書に関する報告（２） 

14. 報告書に関する報告（３） 

 

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

予習としては、フィールドワーク対象地に関する文献講読、地名人名の確認（読み方など）がある。その他、戦後地域開発に関す

る数冊読んでおくことが望ましい。フィールドワーク復習としては、報告会終了後の報告書作成（聞き取り調査のテープ起こし）が

必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの参加(50%)/事前学習会への参加(25%)/事後報告と報告書の作成(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

事前学習会で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回事前説明会を、4 月 11日（木）12：25～13：25に 9B01教室で開催するので、受講希望者は必ず出席すること。この調査

は，東日本大震災以後の原発停止など地域社会に大きな影響を及ぼした地区を訪問する予定のため，事前・事後の学習を重視
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する点を御了解願いたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ１ 

(Field Work I1) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について実際にフィールドワークを行い、データを収集して実証的に解明することで、地

域研究・文化環境学の理論と方法を習得する。 

 

By conducting actual fieldwork on the lifestyles, societies, and cultures of people rooted in communities, and by collecting and 

empirically elucidating data, students will learn theories and methods of regional studies and cultural environment studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業での事前学習を踏まえ、夏季休業もしくは春学期中に２泊３日の予定で、岐阜県中津川市付知町（予定）をフィールドにして、

地域の課題を探り、各自の興味関心をもとに予備調査を実施し、夏期休業もしく秋学期中に実施する本調査のための準備を進

める。 

 

Based on prior learning in classes, the course will schedule a 3-day, 2-night program during the summer vacation period or 

spring semester to search for regional topics, with Tsukechi-cho (tentative) in Nakatsugawa, Gifu Prefecture, as the field site. 

The course will conduct a preliminary survey based on participants' interests, and will advance preparations for the main survey 

to be conducted during the summer vacation period or the fall semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方の説明。履修者の関心・興味をもとに現地調査のテーマや分担を決めるので、必ず出

席すること。 

2. 研究テーマ・分担の確定／各自の発表を踏まえて現地調査のテーマとグルーピングを行い、役割分担を決める。 

3. 研究発表１／研究テーマに即して、文献研究、資料調査をもとに、調査計画を発表し、議論を通じて内容を深化させ、調査

準備を行う。 

4. 研究発表２／同上 

5. 研究発表３／同上 

6. 研究発表４／同上 

7. 研究発表５／同上 

8. 研究発表６／同上 

9. 研究発表７／同上 

10. 研究発表８／同上 

11. 研究発表９／同上 

12. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶および調査便宜供与の依頼。その後各自がフィールドワークを行い、ミーティングで

報告する。なお、交通費・食事・宿泊費などは自己負担になる。 

13. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

14. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

 

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

調査地の郷土資料や統計資料、各自の研究テーマに関する文献を調べ、できるだけ精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(30%)/フィールドワークへの参加(40%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィールドワーク I1（春学期）の受講者は、続けてフィールドワーク I2（秋学期）を受講し、同じ調査地での本調査を実施して報告
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書をまとめることが強く推奨される。この科目は「その他登録」で、最初の授業時に登録申請をする必要があるので、履修希望者

はかならず出席すること。ここで履修申し込みをすると、秋も自動的に履修登録される。 

フィールドワークを実施することを考慮し、履修希望者が多数の場合はおおむね 20 名程度に選考することもある。  

 

注意事項（Notice） 
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■AC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ２ 

(Field Work I2) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域に根ざした人々の生活、社会、文化について実際にフィールドワークを行い、データを収集して実証的に解明し、その成果を

報告書にまとめることで、実証的論文執筆の方法を習得する。 

 

By conducting actual fieldwork on the lifestyles, societies, and cultures of people rooted in communities, collecting and 

empirically elucidating data, and summarizing reports based on the findings, students will learn methods for writing empirical 

papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドワークＩ１（春学期）の予備調査の結果をふまえて、夏期休業もしくは秋学期中に３泊４日の予定で、岐阜県中津川市付

知町（予定）をフィールドに各自のテーマに即して本調査を実施する。そして、その成果を報告書にまとめる。 

 

Based on the findings of the preliminary survey performed in Field Work I1 (spring semester), the course will schedule a 4-day, 

3-night program during the summer vacation period or fall semester to perform main surveys in line with students' themes, with 

Tsukechi-cho (tentative) in Nakatsugawa, Gifu Prefecture, as the field site. Students will then summarize the findings in reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明する。予備調査をふまえて、本調査での研究テーマや分担を確認し、調査

計画を練るので、受講希望者は必ず出席すること。 

2. 本調査の準備１／本調査のテーマと実施計画などを、全体討論を経て決定する。 

3. 本調査の準備２／同上 

4. 現地調査１／役所や関係機関に挨拶および本調査の便宜供与依頼。その後、各自がフィールドワークを行う。なお、交通

費・食費・宿泊費などは自己負担になる。 

5. 現地調査２／各自、引き続き、フィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

6. 現地調査３／同上 

7. 現地調査４／同上 

8. 報告書作成１／各グループが調査報告を行い、そのまとめ方について全体討論を行いつつ、論文の執筆を進めていく。 

9. 報告書作成２／同上 

10. 報告書作成３／同上 

11. 報告書作成４／同上 

12. 報告書作成５／同上 

13. 報告書作成６／同上 

14. 報告書作成７／同上 

 

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

予備調査の調査結果（フィールドノート）を整理したり、入手した資料や統計を分析したりして、各自が本調査に向けた準備を行う

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(20%)/フィールドワークへの参加(40%)/報告書レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、フィールドワーク I1（春学期）の事前学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。「その他登録」であり、

春学期のフィールドワーク I1 の初回授業時にフィールドワーク I1 および I2 の履修申請をする必要がある。 履修希望者は春学
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期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC231／専門基礎 １ 

(Workshops for Academic Researchers 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 ひさ子(ISHIGURO HISAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典中国語への理解を、その背景を含めて深める。中国における近年の出土文字資料による典籍研究への理解を深めるととも

に、日本文化の中に中国古典が存在することに目を向け、漢文読解にも取り組む。 

 

Students will also deepen their understanding of classical Chinese, including its background. While deepening their understanding 

of research into classical texts through textual materials unearthed in China in recent years, students will turn their attention to 

the existence of Chinese classics in Japanese culture and will also decipher classical Chinese (kanbun). 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中国江西省南昌で 2015 年に前漢海昏侯劉賀墓からは、『論語』を始め『詩経』・『礼記』・『春秋』等の古典籍を記した簡牘（竹や

木による書写資料）が出土し、2018 年 11 月にこれらの簡牘資料が公表されている。本授業ではこの簡牘資料を紹介し、中国に

おける考古学的な文字資料と古典籍の出土と、東アジアにおける『論語』資料の出現状況と合わせて理解を深める。その上で日

本でも古代から親しまれてきた『論語』の読解に取り組む。 

 

 Classic texts written on bamboo and wooden slips, including the Analects of Confucius (Lunyu), Classic of Poetry (Shijing), 

Book of Rites (Liji), and Spring and Autumn Annals (Chunqiu), were unearthed from the pre-Han dynasty Haihunhou tomb of the 

Marquis of Haihun in Nanchang, Jiangxi Province, China in 2015, and were published in November 2018. This class will introduce 

these bamboo and wooden slip texts and will deepen students' understanding of the unearthing of archaeological textual 

materials and classic works in China, along with the state of appearances of the Analects of Confucius in East Asia. On that 

basis, students will undertake comprehension of the Analects, known from long ago in Japan as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学習内容の概要説明 

2. 「江西南昌前漢海昏侯劉賀墓」の発掘概況と墓主について 

3. 「江西南昌前漢海昏侯劉賀墓」出土簡牘と『論語』 

4. 中国における文字資料の発見：漢字の歴史と甲骨文字の発見 

5. 中国における古典研究と近代学術の邂逅：甲骨文字の発見と発掘の過程 

6. 出土文字資料研究と簡牘資料 

7. 中国文字資料と古典籍 1：馬王堆帛書『老子』 

8. 中国出土文字資料と古典籍 2：銀雀山漢簡『孫子』 

9. 中国出土文字資料と古典籍 3：『論語』の出土 

10. 日本における『論語』資料の出現 

11. 日本文化における漢文と『論語』 

12. 『論語』を読む 1 

13. 『論語』を読む 2 

14. 学習のまとめと確認 

 

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%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に指示した提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しません。授業ではプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大西克也・宮本徹、2009、『アジアと漢字文化』、放送大学出版社 (ISBN:978-4-595-30906-9) 
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2. 中国出土資料学会、2014、『地下からの贈り物 新出出土資料が語るいにしえの中国』、東方書店 (ISBN:978-4-497-21441-

9) 

3. 斉藤希史、2014、『漢文脈と近代日本』、角川ソフィア文庫 (ISBN:978-4-04-408108-9) 

4. 横田恭三、2012、『中国古代簡牘のすべて』、二玄社 (978-4-544-01082) 

5. 金谷治、1999、『論語 改訂新版』、岩波文庫 (ISBN:978-4003320211) 

6. 貝塚茂樹、1973、『論語』、中公文庫 (ISBN:978-4122000186) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とし、理解を深めるために必要に応じて小レポート形式の課題提出を行う予

定である。 

 リアクションペーパーについては次回授業時にフィードバックを行う。授業内に指示した小レポート形式の提出部物、および全体

に対しては最終授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC233／専門基礎 ３ 

(Workshops for Academic Researchers 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語 1 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 簡単な挨拶や会話ができるようになることをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and gain ability in simple greetings and conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn introductory-level Italian grammar. 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 イタリア語について 

2. アルファベートと簡単な挨拶． 

3. 名詞と冠詞 

4. 直説法現在 essere / avere 

5. 形容詞 

6. 直説法現在・規則動詞 

7. 直説法現在・不規則動詞 

8. 直説法現在・不規則動詞２ 

9. 人称代名詞 

10. 再帰動詞 

11. 命令法 

12. 直説法近過去 

13. 直説法近過去２ 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。復習とは別に授業時間外に学習必要がある場合は別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2013、『基礎イタリア語講座(-ＣＤ付改訂版)』、朝日出版社 (ISBN:978-4255553115) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

2. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC235／専門基礎 ５ 

(Workshops for Academic Researchers 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に英語圏の大学や大学院への留学を希望している学生を対象に、留学先での単位取得に必要となるライティングの手法の基

礎を身につけることを目標とする。 

 

Its aim is for students who want to study abroad in universities or graduate schools, primarily in English-speaking areas, to 

acquire the basics of the writing techniques necessary to earn credits during study abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人文学および社会科学における英語論文の書き方について講義する。最終レポートの作成にあたり、添削指導及びピアレビュー

を行う。基本的な英文法に関する指導は行わないので、履修を希望する学生は少なくとも英検 2 級ないし TOEFL(iBT)61 点以上

程度の英語力があることが望ましい。 

 

This course will conduct lectures on how to write English-language academic papers in the humanities and social sciences. The 

course will conduct corrective guidance and peer review for students' final reports. As the course will not provide instruction on 

basic English grammar, students who wish to audit the course should have English ability at least equivalent to an EIKEN Test 

level of Grade 2 or a TOEFL (iBT) score of 61. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction：Paragraphs  

授業内容の紹介。パラグラフについて講義する。 

2. Paragraphs and Bibliography 

アカデミック・ライティングの基本的なスタイルと書誌情報について学ぶ。 

3. Narrowing the Topic 

トピックの絞り方。最初のパラグラフを書いてみる。 

4. Editing 

書き直しの仕方。最初のパラグラフを書き直す。最終レポートについて説明する。 

5. Linking Ideas 

接続詞の使い方、比較の仕方を学ぶ。 

6. Narrating Ideas 

小テスト。文章構成について学ぶ。 

7.  Analyzing Data 

リサーチ・レポートの書き方について学ぶ。 

8. Research Question 

リサーチ・クエスチョンを考える。 

9. Vocabularies 

アカデミック・ライティングにおける用語選択について学ぶ。 

10. Peer Review １ 

小テスト。最終レポートの構成についてのピアレビューを行う。 

11. Supporting Your Argument 

引用の仕方を学ぶ。 

12. Peer Review  ２ 

最終レポートの原稿のピアレビューを行う。 

13. Peer Review ３ 

最終レポートの提出に向け、質問を受け付ける。また、ピアレビューを行う。 

14. Final Meeting 

最終レポートの報告会を行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後に Blacknoard 上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の提出物(40%)/小テスト(10%)/ピアレビューへの参加と貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ポール・ロシター、東京大学教養学部英語部会. 2004. First Moves: An Introduction to Academic Writing in English. 東京大学

出版会 (ISBN:9784130821216) 

 

参考文献（Readings） 

1. 2018. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. 

University of Chicago Press (ISBN:9780226494425) 

2. 2014. Oxford Learner's Dictionary of Academic English: Helps students learn the language they need to write academic 
English, whatever their chosen subject. OUP (ISBN:9780194333504) 

3. Gordon Taylor. 1989. The Student's Writing Guide for the Arts and Social Sciences. Cambridge University Press 

(ISBN:9780511621079) 

4. 一橋大学英語科、2015、『英語アカデミック・ライティングの基礎』、研究社 (ISBN:9784327421946) 

5. 2010. Roget's International Thesaurus. Collins Reference (ISBN:9780061715228) 

6. 2012. Oxford American Writer's Thesaurus. OUP (ISBN:9780199829927) 

7. 2009. Oxford Collocations Dictionary For Students of English. OUP (ISBN:9780194325387) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義も行うが、アクティブラーニングとピアレビューを取り入れるため、積極的な授業参加が求められ

る。出席点は成績評価に含まれていないが、4 回以上欠席した場合は単位取得不可。資料の配布、課題の提出などに、

Blackboard を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC236／専門基礎 ６ 

(Workshops for Academic Researchers 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語 2 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 平易な文を扱えるレベルに到達することをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and will progress to the level of handling simple texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する（春学期の「専門基礎３」で学んだ知識に基づいて、さらに文法事項を学んでいく）。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn beginner-level Italian grammar (progressing beyond the knowledge learned in Workshops for Academic 

Researchers 3 in the spring semester). 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文法の復習（春学期学習事項の確認） 

2. 文法の復習（春学期学習事項の確認）２ 

3. 直説法半過去・大過去 

4. 直説法未来・先立未来 

5. 受動態 

6. 比較級・最上級 

7. 関係詞 

8. ジェルンディオ 

9. 条件法 

10. 条件法２ 

11. 接続法 

12. 接続法２ 

13. 直説法遠過去・先立過去 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。復習とは別に授業時間外に学習必要がある場合は別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2007、『基礎イタリア語講座』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-55303-0) 

さらに、適宜プリントを配布するので、授業に出席して受け取ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

2. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、履修にあたっては、春学期の「専門基礎３」を修得していなければならない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC240／専門基礎 １０ 

(Workshops for Academic Researchers 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代資料論 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実証史学といわれる歴史学の基本的な研究方法を学び、身につけることを目的とする。  

 

The objective of the course is to study and acquire the fundamental research methods of historical studies known as empirical 

history studies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、歴史研究を行う上で欠かせない「史料批判」という手法を徹底して学んでいく。日本現代史の重要史料を用い、そ

の内容を受講生が分担して報告し、質疑応答を行っていく。史料調査の方法や史料の読み方を学び、実践するとともに、史料の

検討を通して、昭和戦前・戦後期の政治外交史への理解を深められるようにする。 

 

In this class, students will thoroughly study the techniques of "historical materials criticism" that is indispensable for 

conducting historical research. Using important historical materials from contemporary Japanese history studies, lecture 

participants will share and report on the content and engage in Q&A. Students will learn and practice methods for surveying and 

reading historical materials, and, through examination of materials, will deepen their understanding of the political and diplomatic 

history of the pre- and post-war periods in the Showa era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業のテーマや到達目標および授業の内容などを説明する。  

2. 史料の読み方と調査方法、報告者の選定 

3. 受講生による報告と質疑応答① 

4. 受講生による報告と質疑応答② 

5. 受講生による報告と質疑応答③ 

6. 受講生による報告と質疑応答④ 

7. 受講生による報告と質疑応答⑤ 

8. 受講生による報告と質疑応答⑥ 

9. 受講生による報告と質疑応答⑦ 

10. 受講生による報告と質疑応答⑧ 

11. 受講生による報告と質疑応答⑨ 

12. 受講生による報告と質疑応答⑩ 

13. 受講生による報告と質疑応答⑪ 

14. 受講生による報告と質疑応答⑫ 

学期のまとめ 

 

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

予習と復習は必須。受講者は、授業前にテキストに目を通し、わからない用語などを辞書等で調べ、疑問点や論点についても考

えておくこと。授業後は、テキストの該当箇所を読み直し、報告や質疑応答で出された課題などをよく復習しておくこと。なお、受講

者数に応じて、授業内容や進め方を若干変更することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と質疑応答(50%)/レポート(30%)/授業参画度(20%) 

出席は毎回とる。無断欠席（担当教員に連絡のない欠席）や遅刻をしないように気をつけること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺崎英成／マリコ・テラサキ・ミラー、1991、『昭和天皇独白録 寺崎英成・御用掛日記』、文藝春秋 

授業で用いる諸史料は、担当教員が用意する。 
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参考文献（Readings） 

1. 吉田裕、1992、『昭和天皇の終戦史』、岩波新書 

2. 古川隆久・森暢平・茶谷誠一編、2015、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館 

その他は授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修する場合は、初回のオリエンテーションに必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC241／専門基礎 １１ 

(Workshops for Academic Researchers 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古文書 1 

担当者名 

（Instructor） 
小池 勝也(KOIKE 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） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古代・中世の古文書を読解する基礎的な知識を習得し、各古文書の持つ機能を理解した上で、正確な解釈ができるように

なる 

 

Students will acquire the fundamental knowledge to comprehend Japan's ancient and medieval documents, and will become able 

to accurately interpret these with an understanding of each document's functions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本史学の研究を行う上で、研究材料となる古文書を正確に読み下し、意味・機能を理解できることは必須のスキルである。本

授業では、指定の教科書に沿って、日本の古代・中世の古文書について概説し、古文書を研究に活用するために必要な知識を

身につける 

 

The ability to accurately read the ancient documents that constitute research materials and to understand their meanings and 

functions are essential skills for conducting research in Japanese history studies. This class will provide an overview of ancient 

and medieval Japanese documents in line with the designated textbooks, and will equip students with the knowledge necessary 

to utilize ancient documents in research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古文書とは何か 

2. 公式様文書 

3. 公家様文書（１）ー宣旨・官宣旨ー 

4. 公家様文書（2）ー綸旨・院宣・御教書ー 

5. 武家様文書（１）ー下文ー 

6. 武家様文書（２)ー下知状ー 

7. 武家様文書（３）ー御教書ー 

8. 武家様文書（４）ー直状・印判状ー 

9. 上申文書（１）ー解状・紛失状ー 

10. 上申文書（２）ー請文・起請文ー 

11. 上申文書（３）ー着到状・軍忠状 

12. 証文類（１）ー譲状ー 

13. 証文類（２）ー売券・借用状ー 宗教史関係文書（１） 

14. 宗教史関係文書（２） 授業のまとめ 

 

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

次回に扱う教科書の範囲を、前回の授業に告知するので、教科書を事前に読んで予習してくること。学期中に複数回、提出課題

（宿題）を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/提出課題（宿題）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤進一、1997、『新版 古文書学入門』、法政大学出版局 (ISBN:978-4-588-32011-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-08273-0) 

2. 久留島典子・五味文彦、2006、『史料を読み解く１ 中世文書の流れ』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-59044-1) 

3. 日本歴史学会、1983、『概説古文書学 古代・中世編』、吉川弘文館 (ISBN:4642071911) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・高校で習った古典文法について事前に復習しておいてほしい。 

・余裕があれば、事前に参考文献に掲げた『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』を通読しておくと、授業の内容がよりス

ムーズに理解できるだろう。 

・講義形式を基本とするが、ある程度古文書に慣れてきたと思われる後半の授業では、史料の訓読を学生に担当してもらうことを

考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC242／専門基礎 １２ 

(Workshops for Academic Researchers 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古文書 2 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世の古文書に関する基礎知識、および文書が作成される近世社会の特徴について理解する。また、くずし字で書かれた

近世文書の読解力を身につける。 

 

Students will gain fundamental knowledge of early modern Japanese documents and learn the characteristics of the early 

modern society in which the documents were created. They will also acquire the ability to comprehend early modern documents 

written in running form. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は近世文書の基礎知識について、活字化された古文書の読解をもとに学ぶ。その後は古文書のコピーを配布し、受

講生に読解・音読・現代語訳を適宜行ってもらい、その古文書が作成された背景などの解説を行う。随時、理解度確認のための

小テストなどを行う。 

 

In the first half of the class, students will gain fundamental knowledge of early modern documents based on comprehension of 

ancient documents in printed form. Following that, the course will distribute copies of the ancient documents, will ask students 

to appropriately engage in comprehension, reading aloud, and translation into modern language, and will explain the background 

against which the documents were created. Periodically, short tests will be held to determine level of comprehension. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス ～近世社会と文書～ 

2. 近世文書の特徴 

3. 活字史料を読む（１） 

4. 活字史料を読む（２） 

5. 活字史料を読む（３） 

6. 古文書を読む（１） 

7. 古文書を読む（２） 

8. 古文書を読む（３） 

9. 古文書を読む（４） 

10. 古文書を読む（５） 

11. 古文書を読む（６） 

12. 古文書を読む（７） 

13. 古文書を読む（８） 

14. まとめ・最終テスト 

 

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

活字史料・古文書の読解は復習が肝要なので、授業で扱った史料は繰り返し読み、理解すること。予習は授業前に目を通す程

度でよい。 

わからない用語などは辞典類で調べること。とくにくずし字については参考資料にあげた辞典・字典類での確認を勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/質疑応答・授業内に行う小テスト・授業態度(60%) 

単位習得のためには、２／３以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 児玉幸多編、1993、『くずし字用例辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490103335) 
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2. 林英夫監修、1993、『新編古文書解読字典』、柏書房 (ISBN:978-4760109739) 

3. 佐藤孝之編、2010、『古文書の語る地方史』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642080439) 

4. 後藤雅知・吉田伸之編、2016、『古文書でよむ千葉市のいまむかし』、崙書房出版 (ISBN:978-4845511990) 

このほか授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC246／専門基礎 １６ 

(Workshops for Academic Researchers 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 圭介(MATSUI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学的手法に基づくフィールドワークの基礎的な技法を習得する。 

 

Students will master fundamental techniques of fieldwork based on geographical methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究において、場所や地域、空間に着目する面白さを、地域情報の収集、分析・発表、レポート執筆等を通じて発見する。自

ら調べ書き、発表し、討論する基礎的な態度と技法を修得する。受講生を 4～5 人程度のグループにわけ、グループごとに特定

地域におけるフィールドワークに基づくレポート作成を進めます。対象地域は東京都区内を予定。 

 

By collecting, analyzing, and presenting regional information, and by writing reports, students will discover the fascination of 

focusing on locations, regions, and spaces in regional research. Students will acquire the fundamental mindset and techniques to 

perform investigation, writing, presentation, and discussion on their own. Course takers will split into groups of 4 to 5 students, 

and each group will create a report based on field work in a specific region. The target region will be within the wards of Tokyo. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：趣旨説明 

2. 講義：研究テーマを決めるために (論文サーベイの方法と意義) 

3. 調査班編成：グループ編成とディスカッション （調査テーマについて） 

4. 講義:構想発表のしかた 

グループミーティング 

5. 講義：野外調査の方法（フィールドワークの基礎） 

6. グループ発表①：研究構想発表 

7. グループミーティングとプレゼン準備 

8. グループミーティングとプレゼン準備 

9. グループ発表②：中間成果発表 

10. グループミーティングとプレゼン準備 

11. グループミーティングとプレゼン準備 

12. グループミーティングとプレゼン準備 

13. グループ発表③：最終成果発表 

14. おわりに：研究成果の提出 

 

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

最終レポート提出のために，１）先行研究のサーベイ，２）研究対象（地域）に関する資料収集，３）現地でのフィールドワーク，４）

プレゼン（成果発表の準備），５）レポートの共同執筆，といった準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の議論貢献度と発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

上野健一ほか編『地球学野外調査法』（古今書院 2011）ほか 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 322 - 

注意事項（Notice） 
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■AC247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC247／宗教の多様性と社会 

(Diversity of Religion and Society) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教人類学入門 

担当者名 

（Instructor） 
横田 浩一（YOKOTA KOICHI） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 私たちの日常生活が実際には宗教的なものにあふれていることを知り、断片的な知識や印象ではなく事実に即して宗教につ

いて考えることができるようになる。 

(2) 宗教を理解することを通して、他者に対する想像力を養い、自分たちの「当たり前」を相対化することができるようになる。 

 

(1) Students will learn that our daily lives are actually full of religious things, and will become able to contemplate religions from 

a basis in facts, not fragmentary knowledge and impressions. 

(2) By understanding religion, students will cultivate powers of imagination with respect to other people, and will become able to 

relativize their own "normal." 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教人類学とは、文化人類学の手法を用いて宗教的現象を研究する分野である。受講に際して文化人類学の知識を前提とはし

ないが、自分たちの価値観を当たり前とせず、他者に寄り添い、理解しようとする姿勢が求められる。授業では、キリスト教や仏

教、イスラームといった世界宗教だけではなく、アニミズム、シャーマニズム等の民俗宗教を取り上げ、宗教に対する理解を深め

ることを目指す。 

 

Religious anthropology is a field that researches religious phenomena using the techniques of cultural anthropology. Knowledge 

of cultural anthropology is not assumed in the class, but students are required to have an attitude of seeking to understand 

others without taking their own values as a matter of course. The class aims to take up not only global religions such as 

Christianity, Buddhism, and Islam but also folk religions such as animism and shamanism, to deepen students' understanding of 

religion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の目的と方針の説明 

2. 宗教人類学とは何か 

3. アニミズム――アマゾンのヤノマミを事例に 

4. 中国人の宗教――儒教、道教を中心に 

5. ヒンドゥー教 

6. 仏教 

7. キリスト教 

8. イスラーム 

9. 日本の民俗宗教 

10. 聖地巡礼――世界遺産、アニメの舞台等 

11. 風水：環境認識の方法 

12. 呪術：災因論から考える 

13. 憑依とシャーマニズム 

14. 授業内試験（筆記試験） 

 

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

毎回の授業前後に配布する資料を熟読し、講義内容に対する理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出(30%) 

3 分の 2 以上の出席がない場合には、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 関一敏・大塚和夫（編）、2004、『宗教人類学入門』、弘文堂 (ISBN:4-335-56102-4) 

2. 吉田匡興・石井美保・花渕馨也（編）、2010、『宗教の人類学』、春風社 (ISBN:978-4-86110-247-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC251／フィールドワーク Ｈ１ｂ 

(Field Work H1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
対馬の歴史と現在 ―その境界性と周縁・辺境性― 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

異国・異民族間の境界領域の歴史について、その境界性と周縁・辺境性を理解することによって、近代以降の国家を相対化しつ

つ、現在の諸問題を考察する視座を獲得する。 

 

By understanding the nature of borders and the periphery/frontier in the histories of border areas between different countries 

and ethnic groups, students will acquire viewpoints for considering present-day issues while relativizing the modern-day state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

対馬（長崎県対馬市）は日本列島と朝鮮半島を架橋する地域であり、古くから日朝（日韓）交流の歴史があり、古代から現代まで

の魅力的な史跡・文化財が豊富にある。また貴重な自然も残る。受講生各人の関心ある時代・分野に従って研究テーマを設定

し、それらについて事前に調べたうえで、３泊４日で現地へ行って史跡を調査する。また対馬の置かれた現状を認識し、今後の境

界領域のあり方を考える。現地調査後にその成果を報告し、レポートにまとめる。 

 

Tsushima (Tsushima City, Nagasaki Prefecture), a region that bridges the Japanese archipelago and the Korean peninsula, has a 

long history of interchange between Japan and Korea, and is rich in compelling historical and cultural assets that range from 

ancient times to the present. Valuable nature remains there as well. Students will set research themes according to the eras 

and fields that are of interest to them, will investigate these in advance, and will visit the relevant locations for a 4-day, 3-night 

stay to survey historical sites. Students will also recognize the present circumstances of Tsushima, and think about the future 

of border areas. Following field surveys,students will deliver their findings and summarize them in reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、研究の進め方について打合せ 

2. 事前調査報告会（１）、現地調査概要決定 

3. 事前調査報告会（２） 

4. 事前調査報告会（３）、現地調査方法確認 

5. 現地調査（１）対馬市の現状と取り組みについて 

6. 現地調査（２）史跡・文化財調査 

7. 現地調査（３）史跡・文化財調査 

8. 現地調査（４）史跡・文化財調査 

9. 現地調査（５）史跡・文化財調査 

10. 現地調査（６）史跡・文化財調査 

11. 現地調査（７）史跡・文化財調査 

12. 現地調査（８）史跡・文化財調査 

13. 成果報告会（１） 

14. 成果報告会（２） 

 

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

事前調査は、各自が文献・ホームページなどにあたりながら進める。現地調査後、成果をまとめて報告するとともに、レポートを作

成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/フィールドワークへの参加と取り組み(50%)/事前・事後の報告会への参加と報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献、ホームページは授業の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事前説明会を４月１１日（木）昼休み４４１０教室にて開催するので、受講希望者は必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC301／史学講義 １ 

(Lectures on History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地中海世界 1 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 亮介(TAKAHASHI RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ローマ史の重要なトピックについて、その現代的意義、関係史料の性格とその解釈、伝統的な学説と最新の研究にいたる研

究史を理解することによって、西洋古代史に関する知識を深め、方法論を学ぶ。 

 

Students will learn methodologies and deepen knowledge of Western ancient history by understanding the contemporary 

significance of important topics in ancient Roman history, the nature of relevant historical materials and their interpretation, and 

the history of research from traditional theories to the latest research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ローマ時代のエジプトを取り上げ、そこから出土したギリシア語パピルス文書を分析することによって、ローマ帝国支配下に入っ

た地域がどのように変容し、どのような特徴を持つにいたったかを具体的に考察する。 

 

Taking up the Egyptians of the Roman era, the course will concretely consider how regions that came under Imperial Roman 

rule transformed and what sort of characteristics they came to have, by analyzing unearthed Greek papyrus documents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：古代ローマ史概説 

2. 古代エジプトの歴史と環境 

3. ギリシア語パピルス文書史料の特徴 

4. プトレマイオス朝のエジプト支配 

5. プトレマイオス朝の滅亡 

6. ローマのエジプト支配の開始 

7. ローマ時代の統治構造 

8. 住民の把握 

9. 家族のかたち 

10. 都市社会と地方エリート 

11. 文書行政 

12. 紛争と解決 

13. 農村社会の経済活動 

14. まとめ 

 

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

配布資料を見直し、各自が関心を持つ時代・地域の類似例はないか考えてみる。紹介された参考文献を手に取り理解を深め関

心を広げる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC303／史学講義 ３ 

(Lectures on History 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代ヨーロッパ 1 

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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・自明として理解してきた「ヨーロッパ」文化、あるいはそれを理解する枠組みとしての時代区分が歴史的に構築されるあり方を理

解し、現代世界の成り立ちを歴史的な視点から見られるようになる。 

・異文化としての「ヨーロッパ」「中世」へのアプローチから、日本や世界の歴史を相対化する視点を学ぶ。 

 

・ Students will understand the way in which "European" culture, which has been understood to be self-evident, or the division 

of eras used as a framework for understanding that culture, have been built historically. Doing so, they will become able to view 

the formation of the contemporary world from a historical perspective. 

・ From approaches to "Europe" and "medieval" as different cultures, students will learn perspectives for relativizing the 

history of Japan and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

約 1000 年に及ぶヨーロッパ中世歴史社会の展開を、本講義では特に日本人にとってやや馴染みが薄い宗教文化を中心に近年

研究が進んでいる具体的なテーマをいくつか選び、中世という時代区分内での変化に重点をあてつつ学ぶ。中核部（現在のフラ

ンス、ドイツ、イタリア）の話題が比較的多くなるものの、地中海沿岸や中北東欧の周縁部の事例も可能な範囲で（例：5, 8-9, 

#12）盛り込んだ話を行う予定である。また、概観を中心に映像資料も積極的に活用できれば、と考えている。 

 

This lecture will select a number of concrete themes that have been studied in recent years, with a focus on the development 

of European medieval history and society over about a thousand years, particularly the religious culture that is somewhat 

unfamiliar in Japan. Students will learn with an emphasis on changes occurring within the temporal category called the Middle 

Ages. Although topics from the central area (present-day France, Germany, and Italy) will be relatively many, the lecture also 

plans to incorporate topics from the Mediterranean coast and peripheral parts of Central and Northeastern Europe if possible 

(e.g., 5, 8-9, #12). In addition, the lecture hopes to actively utilize video materials, particularly as overviews. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 時代概観①：中世初期（5 世紀～10 世紀頃） 

3. 修道院文化と生ける「死者」 

4. 「神の国」カロリング朝フランク王国 

5. 「異教」とキリスト教 

6. 時代概観②：中世中期（紀元 1000 年頃～14 世紀半ば） 

7. 教皇権の台頭 

8. 「ヨーロッパ」歴史空間の辺境への拡大 

9. 12 世紀の「ルネサンス」 

10. 新宗教集団と「異端者」 

11. 時代概観③：中世後期（14 世紀半ばから 16 世紀まで） 

12. アヴィニョン教皇庁と人々の信心 

13. 学校と教育制度 

14. まとめ 

 

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

授業の最後の次回予告、あるいは授業での配布資料で、次回（及びその週）のテーマについての関連図書を紹介する。受け身

的態度で授業を消化するだけではなく、興味を持った具体的なテーマについて自分から問題意識を持って文献調査や読書を行っ

てほしい。その体験は、期末レポートで生きることとなるはずである。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 甚野尚志・堀越宏一編、2013、『15 のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064595) 

2. R. W. サザーン、2007、『西欧中世の社会と教会―教会史から中世を読む』、八坂書房 (ISBN:9784896948882) 

3. 松本宣郎編、2009、『キリスト教の歴史〈1〉初期キリスト教~宗教改革』、山川出版社 (ISBN:9784634431386) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問はコメントペーパーやメール(5546989@rikkyo.ac.jp)で受け付けます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC306／史学講義 ６ 

(Lecture on History  6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代ヨーロッパ 2 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツにおける環境の歴史を素材として，ある一つの問題について，国や地域の歴史や現状を様々な視点から観察・分析する態

度を身につけること。 

 

Students will acquire an attitude of observing and analyzing the history and the current state of countries and regions from a 

variety of viewpoints concerning specific problems, using the environmental history of Germany as material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツは現在のヨーロッパの中でも，環境問題への取り組みでは非常に進んだ国として知られている。それは，たとえば，環境政

党の緑の党が国政レベルで重要な役割を担っていることからもうかがい知ることができる。 

しかし，ドイツが，その歴史の中で環境に積極的に取り組むようになったのは，せいぜいこの 20～30 年ほどのことで，比較的新し

い現象である。それ以前は，むしろ，環境に対して消極的にさえ見える状況にあり，19 世紀には，非常に深刻な環境問題にさらさ

れるとともに，積極的にこの問題に取り組んでいたとはいえない状況だった。 

こうした歴史的な状況を背景に，本講義では，ドイツでどのようにして 19 世紀ころから環境が問題となり始め，それがどのように

扱われてきたのか，そして，ドイツがどのようにして，現在のような環境大国へとなっていったのかを，歴史的に検討する。 

本講義は，パワーポイントによるプレゼンテーションを利用して行う。その際，講義の内容についての詳しいレジメを用意する。 

講義の終わりに，内容に即した問いかけを行うので，受講者は，それについて考えたことを，レスポンスシートに書いて提出する

こと。 

 

Germany is known as one of the most advanced nations in terms of environmental problem initiatives in Europe today. This can 

be seen, for example, from the fact that the Greens, an environmental party, play an important role in Germany at the national 

administration level. 

However, Germany has been actively addressing the environment only for the last 20 to 30 years of its history, making this a 

relatively new phenomenon. Before that, Germany's situation with regard to the environment appeared negative, and the country 

could not be said to have actively addressed its extremely severe environmental problems of the 19th century. 

Against background of these historical conditions, this lecture will historically consider how the environment came to be an 

issue in Germany from around the 19th century, how the issue was treated, and how Germany has become the environmental 

power that it is now. 

The lectures will be carried out using PowerPoint presentations. At that time, detailed outlines of the content of lectures will be 

prepared. 

At the end of lectures, questions on the content will be posed, and students will use the response sheets to write and submit 

what they thought. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 森林と木材（１） 

3. 森林と木材（２） 

4. 石炭と煙－19 世紀初頭のバンベルク市の事例から（１） 

5. 石炭と煙－19 世紀初頭のバンベルク市の事例から（２） 

6. 石炭と煙－19 世紀後半のルール地方の事例から（１） 

7. 石炭と煙－19 世紀後半のルール地方の事例から（２） 

8. 自然保護とナチス（１） 

9. 自然保護とナチス（２） 

10. 自然保護とナチス（３） 

11. 戦後西ドイツにおける自然保護 

12. 戦後西ドイツにおける原子力エネルギーと反原発運動（１） 

13. 戦後西ドイツにおける原子力エネルギーと反原発運動（２） 

14. まとめ 

 



 - 331 - 

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

各講義で参考文献を挙げる（レジメにも書いてある）ので，興味のあるものを各自で収集し，熟読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回の終わりにレスポンスシートに感想や考えを書き、提出してもらう。提出状況を出席状況の確認にも使う。 

 

テキスト（Textbooks） 

これというテキスト(教科書）はない。講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って

読んでみてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って読んでみてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は，19・20 世紀のドイツの歴史を環境という視点から眺めるとどんなことがみえるのだろうかという講義である。 

ドイツに関心のある学生，環境に関心のある学生はもちろん，なんとなく寄ってみたという学生も大歓迎である。素材を講義という

形で提供するので，みんなでいろいろと考えてみたい。 

歴史の知識がなくても大丈夫なようにするので，ちょっと覗いてみてほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC308／史学講義 ８ 

(Lectures on History 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域からの歴史 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀における二つの世界大戦の主要舞台でありながら、日本においてはあまり紹介されることにない中東欧の近現代史につ

いて、基本的理解を深めることを目指す。 

 

This course aims to deepen fundamental understanding of the history of modern and contemporary Central and Eastern Europe, 

areas that are rarely introduced in Japan despite serving as the main stage for the two world wars in the twentieth century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、ハプスブルク帝国を中心に、いわゆる中東欧の近現代史を取り扱う。すなわち、かつて帝国に含まれ、現在はオ

ーストリア、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーおよびルーマニア、旧ユーゴスラヴィア諸国、ウクライナなどの一部となっている地域

の、18 世紀から 20 世紀末までの歴史を、講義形式で跡づけていく予定である。ドイツ・ロシアの両大国の間に位置し、民族・言

語・宗教の著しい多様性を特徴とする中東欧地域が、かつて経験し現在なお抱えている諸問題を、様々な角度から考えていきた

い。講義の内容は政治史が中心となるが、必要に応じて社会経済史や文化史についても取り扱う。 

 

This class deals with the modern and contemporary history of what is called Central and Eastern Europe, focusing on the 

Hapsburg empire. In other words, the course will trace, in lecture format, the history of the region that was once part of the 

empire and is now Austria, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, and parts of Romania, the Yugoslav countries, Ukraine, etc. 

The course hopes to consider, from various angles, the problems earlier experienced and currently faced by the Central and 

Eastern Europe region, which is located between the major nations of Germany and Russia and which is characterized by 

remarkable diversity of ethnicity, language, and religion. The content of the lecture will focus on political history, but will also 

deal with socio-economic history and cultural history as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「中東欧」とはどのような地域か 

2. ドナウ地域におけるハプスブルク家支配の確立 

3. 啓蒙専制君主の時代 

4. ナポレオン戦争とその余波 

5. 「3 月前期」における市民的公共圏の形成とナショナリズム運動の萌芽 

6. 1848 年革命とナショナリズム運動の展開 

7. オーストリア=ハンガリー二重体制の成立 

8. 二重体制の揺らぎ 

9. 第一次世界大戦への道 

10. 帝国の解体と新たな国民国家群の成立 

11. 大戦間期の中東欧 

12. 第二次世界大戦 

13. 中東欧におけるユダヤ人 

14. 冷戦から体制転換へ 

 

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

毎回配られるレジュメの内容を復習しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業態度（出席状況、リアクションペーパー）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC309／史学講義 ９ 

(Lectures on History 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代東アジア・ユーラシア 1 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

16 世紀から 18 世紀のユーラシアの歴史を、海の視点から見直す。きっとこれまでにない新たな発見が待っているはずです。 

 

The course will review the history of Eurasia from the 16th century to the 18th century, from the perspective of the seas. 

Students will surely encounter new discoveries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

海を渡った人々は、なぜ、どのようにして航海に乗り出したのだろうか。そして、その活動は世界をどのようにかえたのだろうか。

モノ・ヒト・イミという 3 つの位相から、その実像に迫る。担当教員がゆかりの土地をたずねたときの体験談も、紹介したい。 

 

How and why did those who crossed the sea embark on their voyages? Moreover, how did their activity change the world? The 

course will seek a true image from the three aspects of things, people, and significance. The faculty member in charge would 

also like to introduce experiences gained when visiting the land in question. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. プロローグ 渡海者の歴史とは何か 

2. 方法論 1：史的な思考法 システム的な考え方について 

3. 方法論 2：モノ・ヒト・イミの 3 つの位相とは 

4. アジアの魅力（奢侈品）：香辛料 

5. アジアの魅力（奢侈品）：絹織物・陶磁器 

6. ポルトガルの渡海者たち 

7. 倭寇と呼ばれた人々 

8. スペインの渡海者たち 

9. キリスト教宣教師たち 

10. オランダの渡海者たち 

11. 鄭成功とその子孫の王国（台湾鄭氏） 

12. アジアの魅力（嗜好品）：茶葉・砂糖 

13. スコットランドの渡海者たち 

14. エピローグ：人々はなぜ海を渡るのか 

 

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

レポート試験に備えて、日頃から、書籍を読み、旅行に出かけ、博物館などを訪ねること。ネットの情報だけで、レポートを仕上げ

ることは、許可しません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

レポートの課題（変更の可能性あり）：渡海者を取り上げ、モノ・ヒト・イミの位相で論じなさい 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISSN:0018-2478) 

2. 上田信、2013、『シナ海域 蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:9784062185431) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC313／史学講義 １３ 

(Lectures on History 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代東アジア・ユーラシア 1 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

香港という都市の歴史を通じて、世界史的な広がりを理解する。 

近現代の香港への日本の関与を見ていくことで、世界史・日本史という枠をこえた地域像を理解する。 

 

"Students will understand the history of the city of Hong Kong from a global perspective. 

By looking at Japan's involvement in modern and contemporary Hong Kong, they will gain an image of the region that goes 

beyond the framework of 'world history' or 'Japanese history.'" 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、近現代の香港を日本とのかかわりを通じて論じていく。香港はイギリスの植民地として開発され、第二次世界大戦

期には日本陸軍の占領を受け、戦後に再びイギリス植民地を経て、現在中華人民共和国の特別行政区となっている。講義で

は、まず香港の歴史に関する概略を示し、その上で近現代の日本および日本人が香港をどのように認識し、どのように関与して

いったか、また日本というファクターが香港の歴史においてどのような意味をもったかについて 19 世紀後半から現代まで見てい

きたい。 

 

This lecture will discuss modern and contemporary Hong Kong through its relationship with Japan. Hong Kong had been 

developed as a British colony, was occupied by the Japanese Army during World War II, returned to its status as a British 

colony after the war, and has now become a Special Administrative Region of the People's Republic of China. The lecture will 

first provide an overview of the history of Hong Kong. It will then look at how modern and contemporary Japan and the 

Japanese have recognized and been involved with Hong Kong, and what the factor of Japan has meant for the history of Hong 

Kong, focusing on the latter part of the 19th century to the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：香港はどのような都市か 

2. 香港史概論 1：自由貿易港の生成と発展 

3. 香港史概論 2：第二次世界大戦と戦後の発展 

4. 香港史概論 3：「一国二制度」の実践へ 

5. 戦前の香港と日本 1：植民地香港と幕末維新の日本 

6. 戦前の香港と日本 2：戦前香港の日本人社会 

7. 戦前の香港と日本 3：帝国化する日本が見た香港 

8. 戦前の香港と日本 4：帝国日本の香港への関与 

9. 戦争と香港 1：日中戦争と香港の戦い 

10. 戦争と香港 2：日本占領下香港の経済・社会 

11. 戦争と香港 3：日本占領下香港のメディア・文化 

12. 戦後の香港と日本 1：香港にとっての戦後日本 

13. 戦後の香港と日本 2：戦後日本にとっての香港 

14. まとめ：香港にとって日本とはなにか、日本にとって香港とはなにか 

 

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

指示した文献・資料に目を通してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義への貢献とリアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。必要な資料は講義の中で配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 吉川雅之・倉田徹編、2016、『香港を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750342535) 

2. 倉田徹・張彧暋、2015、『香港：中国と向き合う自由都市』、岩波書店 (ISBN:978-4004315780) 

3. 岩崎育夫、2007、『アジア二都物語―シンガポールと香港』、中央公論新社 (ISBN:978-4120038884) 

4. 浜下武志、1996、『香港――アジアのネットワーク都市』、筑摩書房 (ISBN:978-4480056795) 

その他必要な文献や映像資料については講義の中で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC316／史学講義 １６ 

(Lectures on History 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア海域 2 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 百里子(KIKUCHI 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、アジア海域から来る在日外国人は増加の一途をたどっており、今後、彼らとのかかわりを持つ機会は確実に増えていくで

あろう。地球人として、広い視野を持って他文化を理解し、異なる習慣を持つ人々と共生していくことが求められている。 

この授業ではアジア海域の各地域の古代から近世までの歴史を考古学的研究成果を通じて概観し、日本人として、当該地域と

日本が歴史上どのような関係をもっていたのかを理解する。 

 

In recent years, the number of foreigners from the Asian region living in Japan has been steadily increasing, and opportunities to 

interact with these newcomers will surely increase. As a global person, it is necessary to understand other cultures from a 

broad perspective and to coexist with people who have different customs. 

This class will review the history of regions in the Asian sea areas, from ancient times to modern times, through the findings of 

archaeological research. Students will learn what relationships the regions have historically had with Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア海域の交流の歴史を講義する。第三者的視座からも、日本とアジア海域諸地域の未来を見つめなおすための知識を身に

付ける。 

 

The course will conduct lectures on the history of interchange with Asian sea areas. From third-party perspectives, too, 

students will acquire knowledge for reevaluating the future of Japan and the Asian sea areas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

授業の概要（扱う国・時代、アプローチの方法）、ねらい、到達目標 

2. アジア海域の研究史 －植民地時代～現在の歴史、近年の研究動向－ 

3. アジア海域の地理的、自然環境的特色 

4. アジア海域へ、そして日本列島への人類の移動 

5. アジア海域における先史時代のくらし、交流 ―石器、土器、装身具、銅鼓― 

6. アジアの陶磁器生産史 ―製作技術、器種、文様からみた交流史― 

7. アジア海域における古代の文物、交流 ―海のシルクロードを中心に― 

8. アジア海域における中世の文物、交流 ―琉球と中国、東南アジアの交易を中心に― 

9. アジア海域における近世の文物、交流 ―ホイアン日本町の考古学調査― 

10. アジア海域の交易１ －陶磁器－ 

11. アジア海域の交易２ －銅銭－ 

12. アジア海域の交流３ －人・情報－ 

13. アジア海域における文化遺産保護と日本の学術協力 

14. まとめ アジア海域を認識することの意味 ―なぜ地域研究が必要なのか― 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

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)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 340 - 

■AC318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC318／史学講義 １８ 

(Lectures on History 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界大戦とアジア 

担当者名 

（Instructor） 
中生 勝美(NAKAO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦の歴史について、アジアからの視点でいかに見られているかを紹介しながら、歴史の複眼的見方を考える。 

 

The course will consider multi-faceted viewpoints of history while introducing how the history of World War II is viewed from 

perspectives in Asia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、第二次世界大戦中に、日本軍がアジアにおいていかなる占領統治をおこなったかという点を総合的に俯瞰しなが

ら、現在、そうした戦争記憶がどのように現地で記憶され、戦争・歴史博物館に展示されているのかを紹介する。できるだけ映像

資料を使いながら、オーラルヒストリーと文献研究を結合させた歴史人類学を講義する。 

 

This course will take a comprehensive look at what sort of occupation rule the Japanese military exerted in Asia during World 

War II, while introducing the ways in which the war is now remembered by people and displayed in war and history museums in 

the region. The course will conduct lectures on historical anthropology, combining oral history and archive research while 

making use of video materials to the extent possible.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映画「靖国」に描かれた日本の歴史認識 

2. 内陸アジアの特務機関 

3. 満洲国の少数民族と情報工作 

4. 満洲国の文化統治：満映の宣伝映画 

5. 蒙疆阿片政策  中間テスト 

6. 台湾高砂義勇隊 

7. 台湾映画「サヨンの鐘」をめぐる愛憎 

8. 南京大虐殺をめぐる日中の歴史問題 

9. 香港軍票に見る占領統治 

10. シンガポールの統治と華僑虐殺 

11. ビルマ・ルートをめぐる連合軍と日本軍 

12. インパール作戦 

13. ディクシーミッション：中国共産党とアメリカ軍の交流  最終テスト 

14. 歴史の記憶と継承:和解に向けての試論 

 

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

事前に指定した参考文献を読み、ネット情報を閲覧しておくこと。テキストは、ブラックボードにより PDFのファイルにして配布す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/リアクションペーパー(20%) 

中間、最終テストと平常のリアクションペーパによる採点 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中生勝美、2016、『近代日本の人類学史：帝国と植民地の記憶』、風響社 (ISBN:978-4-89489-227-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC319／史学講義 １９ 

(Lectures on History 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代における法と社会 

担当者名 

（Instructor） 
赤松 淳子(AKAMATSU JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・18 世紀イングランドにおける両性の結びつきと夫婦関係の破綻に関する専門的知識を習得する。 

・両性関係をめぐる法と社会に関する一次史料を読み、解釈できるようになる。 

 

・ Students will acquire specialized knowledge concerning gender ties and the breakdown of marital relationships in 18th century 

England. 

・ Students will become able to read and interpret primary historical materials concerning law and society in the area of gender 

relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・18 世紀イングランドの人々の生き方を、結婚と関係の破綻の側面から考える。両性のおかれた状況やジェンダー形成の問題

を、当時の文化・社会とのかかわりにおいて分析していく。 

 

・ The course will consider the lifestyles of people in 18th century England from the aspects of both marriage and the 

breakdown of relationships. It will analyze the circumstances surrounding gender and problems concerning gender formation, in 

relation to the culture and society of the time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―18 世紀イングランドの両性・家族・法について 

2. 歴史研究の方法－歴史叙述とは／歴史研究の工程／一次史料と二次史料について 

3. 両性の結びつき（1）18 世紀の結婚と社会秩序 

4. 両性の結びつき（2）家族を結ぶ感情・配偶者の選択 

5. 両性の結びつき（3）訴訟記録を読む 

6. 両性の結びつき（4）訴訟史料を読む 

7. まとめ１ 

8. 夫婦間暴力（1）18 世紀の夫権・規範・共同体 

9. 夫婦間暴力（2）訴訟史料を読む 

10. 姦通（1）18 世紀社会と性 

11. 姦通（2）世帯のなかのパワーバランス 

12. 姦通（3）訴訟記録を読む 

13. まとめ 2 

14. 全体のまとめ 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/リアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・R・ギリス、2006 年、『結婚観の歴史人類学』、勁草書房 

2. ローレンス・ストーン、1991 年、『家族・性・結婚の社会史ー1500 年～1800 年のイギリス』、勁草書房 

3. スーザン・W・ハル、2003 年、『女は男に従うもの？―近世イギリス女性の日常生活』、刀水書房 

4. アラン・マクファーレン、1999年、『再生産の歴史人類学―1300 年～1840 年英国の恋愛・結婚・家族戦略』、勁草書房 

5. アン・リー監督、1995 年、『（ＤＶＤ）『いつか晴れた日に』 
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6. ソウル・ディブ監督、2008 年、『（ＤＶＤ）『ある公爵夫人の生涯』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・プリントを配布する。 

・講義のあと、文字（もしくは映像）資料にもとづくペア・ワークやディスカッションを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC321／史学講義 ２１ 

(Lectures on History 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会史の方法 

担当者名 

（Instructor） 
小二田 章（KONITA 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会史」という歴史研究の手法における一大領域について、その概要を理解するとともに、その手法を用いて研究を行うことの

意義、及び研究史上の成果について理解を深め、将来受講者が行う研究に資すること。中国史における研究成果・研究史を題

材とするため、中国社会（史）に対する理解も併せて得られるものとなる。 

 歴史研究・それ以外を問わず、「社会」に対する分析手法を知り考えることは、専門の研究活動を行う上で大変有益なものと思

われる。中国史はもちろん、その他地域の歴史研究、あるいは歴史研究以外の参加者も歓迎する。 

 

Students will understand an outline of the major areas in the method of historical research called social history, will deepen 

their understanding of the significance of conducting research using the method and their understanding of findings in the 

history of research, and will contribute to future research by the course takers. As the course takes research findings and the 

history of Chinese historical research as its subject, students will also gain an understanding of Chinese society (and history). 

 In historical or any other research, knowing and thinking about methods for analysis of society can be considered very 

beneficial for the conducting of specialized research activities. The course welcomes participants who are researching Chinese 

history, as well as researchers in the histories of other regions or in areas other than history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会史」という広汎な領域について、中国史を主な場として、その含意する概念、手法、そして具体的な研究と成果について、そ

れぞれ紹介を行う。授業の進行に伴い、大きな概念から個別具体の研究へと展開する。特に個別具体の研究史を問題にする回

では、その研究史において明らかになった中国社会の側面についても講義する。受講者は講義を聞き知識を獲得するのみなら

ず、講師の提示する毎回の質問を通じて、それぞれの研究に関する意義及び「社会」に対して考え、思考を深める機会となる。 

 

The course will introduce concepts, methods, and concrete research and findings within the vast domain of social history, 

primarily looking at Chinese history. As the class progresses, it will move from major concepts to areas of individual, specific 

research. In particular, in sessions that take up the history of areas of individual, specific research, lectures will cover aspects 

of Chinese society that became apparent during the history of the research. Course takers will not only listen to lectures and 

acquire knowledge but will also, through questions posed in each session by the instructor, gain opportunities to think about the 

significance of the research and about society, to deepen their thinking. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション： 「社会史」とは何か  

2. 「社会」を構築する諸概念 

3. 「社会」と歴史の接点：「時代」概念を中心に 

4. 史学史上の「社会史」の始まりと中国史 

5. 「社会史」の諸相①：社会経済史 

6. 「社会史」の諸相②：社会文化史 

7. 領域の問題①：地域社会史 

8. 領域の問題②：都市史 

9. 集団の問題①：民族社会史 

10. 集団の問題②：家族・ジェンダー史 

11. 集団の問題③： 宗教社会史 

12. 中国における特殊問題①：科挙社会史 

13. 中国における特殊問題②：歴史編纂と社会 

14. まとめ：改めて「社会」史とは？ ／ 最終テスト 

 

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

毎回の授業で挙げられた参考文献について、興味のあるものに目を通すなど。 

配布されたレジュメを見直し、その事柄について考える。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/授業参加(30%) 

2019 年 5 月 29 日付変更（変更理由：当初想定していた受講者数の増加に伴う評価方法変更）<br>［変更以前：最終テスト(Final 

Test)(40%) 、レポート（文献の要約と回答、第 13 回までに提出）(20%) 、毎回のリアクションペーパー(20%) 、授業参加(20%)］ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし （毎回レジュメを配布、授業内で各回の参考文献を提示） 

 

参考文献（Readings） 

1. ピーター・バーク 著 ; 佐藤公彦 訳、2009、『歴史学と社会理論』、慶應義塾大学出版会 (4766416341/9784766416343) 

2. 山本英史、2003、『現代中国の履歴書』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766409795) 

3. ユルゲン・コッカ 著 ; 仲内英三ほか訳、2000、『社会史とは何か』、日本経済評論社 (ISBN:4818813184) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行い、毎回レジュメを配付し、パワーポイントで関連資料の提示を行いながら行う。また、毎回リアクションペー

パーを配付し、学生の回答・質問について、必要なものは次回教員が回答を行い、フィードバックを構築する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC324／史学講義 ２４ 

(Lectures on History 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と環境 

担当者名 

（Instructor） 
板橋 悠(ITAHASHI YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は歴史研究に用いられる理科学分析の基礎と最新の応用例を学び、史学研究にもとめられる人類の進化と地球環境史

に関する学際的な知識を身に着けることを目的とする。 

 

The objective of the lectures is for students to learn the fundamentals and examples of the latest applications of scientific 

analysis used in historical research, and to gain interdisciplinary knowledge about human evolution and the history of the global 

environment, as required for historical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史学は文系の学問に連なるというイメージも強いが、理化学分析や人骨・動物骨の形態分析などの理系の研究と協同して行う

学際的な学問でもある。近年では古環境復元から明らかとなった気候変動を歴史の節目の要因と考える仮説が提示されている。

また同位体分析による食性復元により江戸時代の支配階級である大名と被支配階級である民衆が利用していた食べ物の違い

を文献記録と照らし合わせた検証が行われ、放射性炭素年代測定を利用した年代推定によって考古遺物の年代決定や史料批

判が行われている。今後、歴史研究における理化学分析の利用の幅は益々広がっていくだろう。当講義では、歴史研究に利用さ

れる理化学分析の概説し、その実例を紹介する。 

 

While historical study carries a strong image of connection to the humanities, it is also an interdisciplinary study conducted in 

cooperation with scientific research such as physical and chemical analysis, and morphological analysis of human and animal 

bones. In recent years, hypotheses have been presented that view climate change, which has become evident from paleo-

environmental restorations, as a factor in turning points of history. In addition, the differences in foods used by the Daimyo 

ruling class of the Edo period and common people who were ruled are being examined by restoring eating habits based on 

isotope analysis and by checking against records in the literature, and dating of archaeological relics and critique of historical 

materials are being carried out through radiocarbon dating-based age estimation. The breadth of physical and chemical analysis 

in historical research is sure to further expand. The lectures will provide an outline of the physical and chemical analysis used in 

historical research and will introduce examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：科学から見た人類史 

2. 人類進化を調べる方法：地質学・古生物学・考古学 

3. 放射性炭素年代測定の方法と原理 

4. 放射性炭素年代の応用（弥生時代開始年代など） 

5. さまざまな年代測定手法：フィッション・トラック法、アルゴン―アルゴン法 

6. 古気候の変動と歴史 

7. ヒトや動物の移動の復元：Sr同位体、酸素同位体 

8. 考古学から見る人類の食料としての動物・植物 

9. タンパク質の同位体による食性復元：縄文人と弥生人 

10. アミノ酸の同位体分析：食料生産の誕生 

11. 脂質分析とタンパク質分析：ヒトと家畜の一万年 

12. 遺伝学による人類学研究：現生人類の多様性と古代 DNA 

13. まとめ：科学と歴史学 

14. 筆記試験 

 

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

業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途おこなう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席およびコメントカードの内容(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

テキストは定めず、講義前に授業スライドを公開する。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 348 - 

■AC326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC326／史学講義 ２６ 

(Lectures on History 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と知の歴史 2 

担当者名 

（Instructor） 
清水 領(SHIMIZU ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１． 近代において、宗教と教育のシステムが再編成された過程と理由を理解する。 

２． 現在の社会制度が歴史の積み重ねで成り立っていることを理解する。 

 

1. To understand the historical processes and reasons of which religious and educational systems were reorganized in modern 

history. 

2. To understand that the accumulation of history has brought the social systems that we have today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、近代フランスにおいて、従来は宗教が担っていた「教える」「道徳心を養う」役割が、教育の役割へと変化する過程

を扱う。啓蒙思想はキリスト教の社会制度の中に捉われていた人間を、一人の人間として生まれ変わらせることを目的としてい

た。人間を生まれ変わらせるには「理性」と「道徳」が重要であるとされ、それらを教え、かつ民衆を適切な職業に就かせるため

に、新たな教育が必要とされた。一方で、カトリックを中心とした三宗教は、政府の主導の元に再編成され、宗教は人間の属性の

一つとなった。19 世紀の前半に起こったこのような変化は、世紀後半には大学の再編成や新聞などのメディアの発達によって修

正・補強され、新たな知識人層が形成された。授業では上記の近代における宗教と教育の連関と対立の歴史を解説し、時には当

時の人々が書いた文章を読んでもらう。出席者の皆さんには、なぜ新たな社会制度が必要とされたのかを、共に考えてもらいた

い。 

 

Main theme of this class is the reorganizations of education and religions in modern France. The roles of "teach" and "cultivate 

morality", which are formerly played by religions, have been substituted by the role of education. The purpose of the ideas of 

Enlightenment was to “regenerate” people, previously restricted within a Christian society, into individuals. In the process of 

“regeneration”, “Reason" and "morality" are considered to be fundamental to each individual. To teach these ideas, new 

educational system was needed. Education has another purpose which have people engage in appropriate occupations. On the 

other hand, three religious groups, Catholicism, Protestantism, and Judaism were reorganized by the government. In modern 

systems, religions became one of components of which individuals consist. These changes took place in the first half of the 

19th century, and in the second half of the century, these systems were revised or reinforced, through the reorganization of 

universities and the development of media such as newspapers. Then, a new category “intellectual” was formed. Each session 

will be composed of two exercises: lecture on the modern history above-mentioned; and readings and interprets of historical 

texts by students. The intention of such program is to have all students consider why modern social systems were established 

in history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「啓蒙主義」の概説 

3. フランス革命と理性主義 

4. 人間の「再生論」と道徳 

5. ナポレオン期における宗教制度の再編成 

6. フランスの近代教育： 初等・中等教育 

7. フランスの近代教育： 高等教育 

8. 宗教と教育運動の例： ユダヤ教に起こった変化 

9. 宗教と教育運動の例： ユダヤ学の成立 

10. 知識層の変化： 聖職者、ジャーナリスト、大学関係者 

11. 「知識人」の誕生 1880- 

12. 非宗教性とライシテ 

13. 歴史を描く時の分類： 宗教史・教育史・インテレクチュアル・ヒストリー 

14. 補足とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業のノートを復習し、わからない部分は参考文献を読んで理解すること。また、資料をあらかじめ配布して、予習してもらうこと

がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷川稔、1997 年、『十字架と三色旗』、山川出版社 (ISBN:4634481502) 

2. 上垣豊、2016 年、『規律と教養のフランス近代』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623074679) 

3. 伊達聖伸、2010 年、『ライシテ・道徳・宗教』、勁草書房 (ISBN:9784326102037) 

4. クリストフ・シャルル、2006 年、『知識人の誕生』、藤原書店 (ISBN:489434517X) 

上記の参考文献は一部であり、詳しくは授業の各回で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC328／史学講義 ２８ 

(Lectures on History 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本とアジア 2 

担当者名 

（Instructor） 
河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学において文字史料はその中核に位置するものである。その記録の手段としての文字の使用は、日本古代においてどのよ

うに始まり、そして展開していったのか。成立期の書記文化の歴史展開について理解することで、史料に対する多面的な視角を

獲得することを目指す。 

 

Written historical materials are seen as the core of historical studies. How did the use of text characters as a means of 

recording information begin and develop in ancient Japan? By understanding the historical development of writing culture during 

the period in which it was established, the course aims to instill a multifaceted view of historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文字あるいは文章を記すということは現代社会においては普通のこととして考えられているが、古代においてそれは決して当たり

前ではなかった。本講義では文字を記すという行為が日本古代においてどのように試みられ、成立させていったのか考える。特

に東アジア、あるいはその外の世界と比較することによって日本古代の特質について理解を深めるようにする。 

 

While the recording of characters or texts is considered common practice in contemporary society, it was by no means the 

norm in ancient times. This lecture will consider how the act of inscribing text characters was tested and established in ancient 

Japan. The course will deepen understanding of the characteristics of Japan's ancient times through comparison with the outer 

world, particularly East Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字とは何か 

2. 文字の発明 

3. 世界の文字 

4. 書記の媒体 

5. 列島における文字の受容 

6. 文章を書くということ 

7. 文字と支配の関連性 

8. 文字の普及 

9. 和文表記の試み 

10. 字典の登場 

11. 民衆と文字 

12. 仮名の成立 

13. 典籍の受容 

14. 日本古代の書記文化についての総括 

 

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

授業後にその内容についてふりかえり、理解を深めること。その他の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーへの記入(50%) 

欠席が 5 回以上の場合、評価の対象外となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 平川南、沖森卓也ほか、『文字と古代日本 全 5 巻』、吉川弘文館 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の資料は適宜配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC330／史学講義 ３０ 

(Lectures on History 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
律令制国家論 2 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

律令国家の制度と実態、古代の国際交流を学ぶことで、日本列島に「国家」が登場する意義、交通と支配の関係、東アジアの交

流とそれを支える人々の姿を具体的に考え、古代の社会像をみずから読み解けることを目指します。 

 

Through study of the systems and actuality of the ritsuryo legal codes of the Nara and Heian periods, as well as international 

exchange in ancient times, the course aims to have students think specifically about the significance of the appearance of "the 

state” on the Japanese archipelago, the relationship between traffic and rulership, and interchange with East Asia and the 

nature of the people who support it, so that students will interpret their own image of ancient society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代の日本列島に中央集権的な国家が形成され、中国王朝の影響を受けた律令国家が誕生します。しかし、国家は無前提に形

成されるものではありません。王権と列島各地の地域社会との交通、そして、国際的な関係によって形成されるものです。この講

義では、律令国家の地方支配と交通、対外交流を主軸として取り上げ、列島内や周辺諸地域との具体的な「人・モノ・情報」の移

動から当時の国際関係と列島社会について解説していきます。 

 

With the formation of a state with centralized authority on the ancient Japanese archipelago, the ritsuryo state influenced by 

Chinese dynasties was born. However, the state was not formed without premises. It was formed through royal power, traffic 

with communities throughout the archipelago, and international relations. The lectures will take up topics with a focus on 

regional control and foreign interchange in the ritsuryo state, and will explain the international relations and the island society of 

the time based on the movements of specific persons, goods, and information within the archipelago and in exchange with 

surrounding regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 律令国家の形成（１）―百余国から倭王権へ 

3. 律令国家の形成（２）―倭国から日本へ 

4. 律令制と東アジア 

5. 律令の編纂と運用 

6. 律令国家の地方支配 

7. 中央と地方を結ぶ交通制度 

8. 古代の道路の姿 

9. 移動する人々と施設 

10. 東アジアの交通制度と道路 

11. 律令国家の対外交流 

12. 外交使節の往来 

13. 海を渡る僧侶たち 

14. 海を越えるモノ・情報 

 

 

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

配布するプリントや参考文献を用いて、授業前は概要を予習し、疑問点などがあれば事前に整理してください。授業後は講義の

内容を復習し、次の授業に備えて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーの記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。講義時にプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

配布プリントにて適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント、映像資料を使用した講義形式です。履修している学生に対して事前に説明した上で授業計画が変更になる場合が

あります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC332／史学講義 ３２ 

(Lectures on History 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世史研究入門。研究状況・研究方法を修得するとともに、特に院政期・鎌倉期に関する基礎的な知識を習得する。 

 

This class is an introduction to research on medieval Japanese history. Students will learn about the state of research and its 

methods, while acquiring fundamental knowledge about the cloistered rule period and Kamakura period in particular. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業の副題を一言でいえば、「裁判からみた鎌倉時代」である。 

 

高校の日本史教科書で鎌倉幕府の裁判制度について詳細な説明がなされているのを覚えている人もいるだろう。鎌倉幕府とい

えば「粗野な東国武士の政権」というイメージがある一方で、鎌倉幕府の裁判制度は日本史上、高度な発達を遂げたとこれまで

理解されていた。武士政権と裁判、そして「法」のあり方は、日本中世社会を考えるうえでの重要なテーマである。近年の研究で

は一種「理想化」された鎌倉幕府裁判像の根本的な見直しが進んでいるが、なお未解明の問題は少なくない。 

 

本講義では、「鎌倉時代」における法・裁判をめぐる現在の研究状況を整理するとともに、どういう史料をどういう風に読み込むこ

とで、過去の「裁判」の姿が明らかになるのか、歴史研究の現場（のささやかな一例）をお見せしたい。 

 

そのうえで、平安時代（院政期）との連続性と断絶面に目配りをしながら、日本史における「古代」から「中世」への大きな歴史の

流れのなかにこの時代の「法」・「裁判」をどのように位置づけるのか、を論じたい。それによって中世社会（鎌倉期）の特徴を理解

できればよいと考えている。 

 

なお、授業中に、史料レジュメを大量に配布する予定である。それは「歴史学者が『史料』を根拠として歴史について語っている」

ということを「感覚」として履修者に知ってほしいからである。必要に応じて配布史料には解説を加えるし、史料読解自体を試験に

出すことはないので、臆さないように。授業計画は，進行状況によって変更もありうる。 

 

This class essentially covers "The Kamakura period as seen from trials." 

 

Some persons likely recall detailed explanations of the trial system of the Kamakura Shogunate from high school textbooks on 

Japanese history. While the Kamakura Shogunate is imagined as an administration of crude Eastern warriors, its trial system has 

been understood within Japan’s history as highly developed. The warrior administration, trials, and visions for law are important 

themes for considering medieval Japanese society. A radical rethinking into a sort of "idealized" image of the Kamakura 

Shogunate court has been advanced in the research of recent years, but many unsolved problems remain. 

 

The lectures will organize the state of current research on laws and trials in the Kamakura period, to show what sort of 

historical materials to read, and how, to make the "trials" of the past clear, as a small example of historical research in action. 

 

Based on that, the lectures will look at the continuity and disconnect with the Heian period (the cloistered period) and will 

discuss how to position the "laws" and "trials" of the era within the greater flow of history in Japan, from ancient to medieval. 

Through this, the lectures aim to instill understanding of the characteristics of medieval society (the Kamakura period). 

 

Outlines of historical materials will be handed out in large quantity during class. This is to instill in course takers a sense of how 

historians talk about history from a grounding in historical materials. Explanation will be added to distributed historical materials 

as required. Students can be assured that comprehension of the historical materials itself will not be part of tests. The class 

plans are subject to change in accordance with progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 鎌倉時代の概観 

3. 鎌倉幕府の「裁判」像 
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4. 朝廷と権門の「裁判」 

5. 初期鎌倉幕府の「裁判」 

6. 承久の乱とその影響 

7. 御成敗式目 

8. 北条泰時の時代 

9. 朝廷訴訟の整備 

10. 地域社会における秩序とその変化 

11. 「得宗専制」の実像 

12. 鎌倉後期の公武関係 

13. 鎌倉時代とは何であったのか 

14. まとめ 

 

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

授業中に随時指示する。予習用に Blackboardにアップした文献には目を通しておくこと。 

高校で日本史 B を未履修の者は， 高校の教科書に目を通しておくか，近藤成一『鎌倉幕府と朝廷』のような通史を一冊読んで

おくとよいかもしれない（簡単なところでは岩波ジュニア新書の「日本の歴史」の該当巻など） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内レポート(20%) 

出席点はとらないが、コメントペーパーは毎回とり、授業内容の理解について確認する 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。毎回プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新田一郎、2004、『中世に国家はあったか』、山川出版社 (ISBN:978-4634541900) 

2. 近藤成一、2016、『鎌倉幕府と朝廷』、岩波書店 (ISBN:978-4004315803) 

3. 佐藤雄基、2012、『日本中世初期の文書と訴訟』、山川出版社 (ISBN:978-4634523487) 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中に指示する。Blackboard上に資料を用意する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC333／史学講義 ３３ 

(Lectures on History 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
荒木 和憲(ARAKI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世日本と世界（とくに東アジア）との交流の歴史を体系的かつ具体的に学ぶことで、日本の歴史と文化が単独で育まれてきた

わけではなく、世界との交流が少なからず影響していることを理解する。 

 

By systematically and concretely studying the history of exchanges between medieval Japan and the world (particularly East 

Asia), students will understand that Japan's history and culture were not fostered in seclusion; rather, interaction with the world 

had considerable impacts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「日本」の境界が決して自明なものではなく、時代によって変動してきたという客観的事実を理解した上で、中世日本と世界（とくに

東アジア）との間において、どのような平和な交流が営まれていたのか、そして時としてなぜ戦争が繰り広げられたのかという問

題について、時代別・地域別に概観する。 

 

With an understanding of the objective fact that the boundaries of Japan have never been self-evident and have fluctuated with 

the eras, the course will provide era-specific and region-specific overviews concerning questions of what sort of peaceful 

exchanges were conducted between medieval Japan and the world (particularly East Asia), and why wars broke out at times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代国家「日本」の成立 

2. 前近代「日本」の境界 

3. 日本と宋の交流（１） 

4. 日本と宋の交流（２） 

5. 日本と元（モンゴル）の交流（１） 

6. 日本と元（モンゴル）の交流（２） 

7. 日本と高麗の交流 

8. 日本と明の交流（１） 

9. 日本と明の交流（２） 

10. 日本と朝鮮の交流（１） 

11. 日本と朝鮮の交流（２） 

12. 日本と琉球の交流（１） 

13. 日本と琉球の交流（２） 

14. 後期倭寇の活動と統一政権の登場 

 

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

シラバス掲載の参考文献、および毎回の授業で提示する参考文献を手がかりとし、各自の問題関心に応じて理解を深めることが

望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席および授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗（編）、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 

2. 羽田正（編）、2005、『海からみた歴史』、東京大学出版会 

3. ブルース・バートン、2000、『日本の「境界」』、青木書店 

4. 村井章介、2013、『中世日本の内と外（増補版）』、筑摩書房 
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5. 村井章介、2005、『東アジアのなかの日本文化』、放送大学教育振興会 

6. 村井章介、2012、『世界史のなかの戦国日本』、筑摩書房 

7. 田中健夫、2012、『倭寇と勘合貿易（増補版）』、筑摩書房 

日本の国際交流史の流れについて、教養として学ぶには『NHK さかのぼり日本史』外交篇（NHK出版）、専門的に学ぶには『アジ

アのなかの日本史』（東京大学出版会）、『日本の対外関係』（吉川弘文館）のシリーズを通読するとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC336／史学講義 ３６ 

(Lectures on History 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統社会史論 1 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代の幕政、および地域社会の具体相を、これまでの研究や地域に残る近世史料の具体的な読解から明らかにする方法を

学ぶ。 

 

Students will learn how to clarify concrete aspects of the Edo period Shogunate and regional society from concrete specific 

readings of past research and modern historical materials remaining in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代に房総に存在した幕府直轄の牧場を素材に取り上げ、幕府における支配や役割などの移り変わりを明らかにするととも

に、この直轄牧をとりまく地域社会の構造を具体的に読み解いていく。また享保期・寛政期・嘉永期に直轄牧で行われた将軍によ

る鹿狩の検討を通して、幕府と地域社会との関わりを考えていく。 

 

Taking the ranches under the direct jurisdiction of the Shogunate in Boso during the Edo period as its material, the course will 

clarify transitions of rule, roles, etc. in the Shogunate, and will concretely interpret the structure of regional society surrounding 

the directly controlled ranches. The course will also consider the relationship between the Shogunate and regional society 

through an examination of deer hunting by generals in directly controlled ranches during the Kyoho period, Kansei period, and 

Kaei period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 江戸幕府直轄牧についての概説 

3. 江戸幕府直轄牧の支配と役割（１） 

4. 江戸幕府直轄牧の支配と役割（２） 

5. 江戸幕府直轄牧と地域社会（１） 

6. 江戸幕府直轄牧と地域社会（２） 

7. 江戸幕府直轄牧と地域社会（３） 

8. 江戸幕府直轄牧と地域社会（４） 

9. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（１）享保期 

10. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（２）享保期 

11. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（３）寛政期 

12. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（４）寛政期・嘉永期 

13. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（５）嘉永期 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷貞夫、2009、『江戸幕府の直営牧』、岩田書院 (ISBN:978-4-87294-590-1) 

2. 兼平賢治、2015、『馬と人の江戸時代』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-05798-1) 

そのほか授業時に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC337／史学講義 ３７ 

(Lectures on History 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
矢森 小映子(YAMORI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 近世日本の人々の世界観を史料から読み取れるようになること、さらにその形成過程を歴史的文脈の中で捉える作業を通し、

思想史への理解を深めることを目標とする。 

 

 The course's aim is to deepen understanding of the history of thought through the task of becoming able to grasp the 

worldview of the people of early modern Japan from historical materials, and of further understanding the process of its 

formation from historical context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代の私たちがもっている世界観や自国イメージは、いかに形成され、流布し、再生産されてきたのだろうか。本講義ではその

展開過程を、主に近世日本の洋学者とその周辺の人々の事例を通して歴史的文脈の中で検討していく。毎回一つのテーマに沿

って、一人ないし複数の人物をとりあげ、彼らの史料を読み、その世界観と背景にある近世社会・思想の特質を考察する。私たち

が当たり前に思っている世界観やイメージがいつどのように形成され、どのような問題を抱えているのか、考えるきっかけにつな

げてほしい。さらに講義全体を通して、現代に生きる私たちが思想史を学ぶ意義についても考えていく。 

 

 How was the worldview and the image of our country that we today hold formed, spread, and reproduced? The lectures will 

examine these development processes within historical context, primarily through examples of scholars of the West and the 

people around them in early modern Japan. Each session, the course will take up one or more persons in line with a single 

theme, read their historical materials, and consider the characteristics of the early modern society and thought behind their 

worldviews. Students should view this as an opportunity to think about how and when the worldviews and the images that we 

consider the norm were formed, and what problems are inherent in them. In addition, through the lectures overall, students will 

think about the significance of the study of the history of thought by those of us who live in the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 洋学と洋学者 

3. 近世初期の世界観―「三国」世界観の展開― 

4. 地球球体説の衝撃―「中国」イメージの変容― 

5. 「国益」と自国認識―司馬江漢と本多利明― 

6. 世界地理学者・山村才助の世界観 

7. 国学者・平田篤胤の洋学受容と世界観 

8. 洋学と江戸の社会 

9. 渡辺崋山の「小国」思想 

10. 史料を読み解く―蘭書から見える「世界」― 

11. 只野真葛の世界観―近世の一女性が見た世界― 

12. 箕作省吾『坤輿図識』の世界―幕末の世界観― 

13. まとめ 

14. 筆記試験 

 

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

 参考文献は授業中に適宜紹介するので、積極的に読んで講義に臨むこと。授業時に配布したプリントを読み直して復習し、基

本的な語彙などは確認しておく。それ以外の授業時間外における学習の指示は、必要に応じて授業内に行う｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

10 回以上出席していない場合、採点の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 
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  テキストは使用しない。授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沼田次郎、1989、『洋学』、吉川弘文館 (ISBN:4642065407) 

2. 川村博忠、2003、『近世日本の世界像』、ぺりかん社 (ISBN:4831510645) 

  そのほか、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パワーポイントを使用した講義形式を中心に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC340／史学講義 ４０ 

(Lectures on History 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
中村 江里(NAKAMURA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）近代日本における戦争と医学・医療の歴史的展開について理解する。 

（２）戦争が人々の体や心にもたらした影響について具体的なイメージを培う。 

 

(1) Students will learn about the historical development of war, medicine, and medical care in modern Japan. 

(2) Students will cultivate a concrete image of the impacts of war on people's bodies and minds. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 戦争と医学・医療は、近代諸国家の歴史を考える上で重要な領域であり、相互に密接な関係性を持ってきましたが、各領域の

「特殊性」や「専門性」ゆえに、戦争史と医学史は互いに独立して発展してきました。しかし、1980年代以降の社会史研究や戦争

犯罪研究が深化する中で、両者が交差するテーマを扱う研究が増えつつあります。この授業では、こうした研究成果をふまえ、近

代日本における戦争と医学・医療の関係や、戦争が人々の心身や生活に及ぼした影響について、様々な文献や映像資料などを

用いて学んでいきます。 

 

 War, medicine, and medical care are important domains in considering the history of modern nations. While they have been 

closely intertwined, because of the specialization and expertise of each domain, the history of war and history of medicine have 

developed independently of one another. However, amid the deepening of social history research and war crimes research from 

the 1980s onward, an increasing amount of research is taking up themes in which the two cross. Based on the findings of 

research, students in this class will learn about the relationship among war, medicine, and medical care in modern Japan, and, 

using varied literature and video materials, about the effects of war on people's minds and lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：近代の戦争と医学・医療を考えるための視角 

2. 戦争の疫学と軍陣医学  

3. 近代日本の帝国医療と衛生行政 

4. 総力戦と「福祉国家」化 

5. 近代医学と国民身体の管理（１）兵士の健康と衛生 

6. 近代医学と国民身体の管理（２）人口政策と性の管理 

7. 戦争とトラウマ（１）兵士 

8. 戦争とトラウマ（２）沖縄戦 

9. 戦争と社会的弱者（１）障がい者 

10. 戦争と社会的弱者（２）子ども 

11. 小括（１）戦争は医学・医療の発展に貢献したか？ 

12. 医学研究と戦争犯罪：731 部隊による細菌戦 

13. 戦後処理と医学界：日本とドイツを事例に 

14. 小括（２）軍事研究と科学者  

 

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

 参考文献に挙げた本を読んだり、授業前後に質問をするなどして、理解を深めましょう。関連する記事や映像作品などについ

て、オンライン授業支援システム Blackboard に情報を随時アップロードしますので、こまめにチェックしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー等での質問・コメント(20%) 

正当な理由のない 20 分以上の遅刻は欠席とみなし、欠席回数が 3 回を超えた場合は成績評価の対象外とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田裕、2017、『日本軍兵士』、中央公論新社 (ISBN:4121024656) 

2. 藤原彰、2018、『餓死した英霊たち』、筑摩書房 (ISBN:4480098755) 
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参考文献（Readings） 

1. 高岡裕之、2011、『総力戦体制と「福祉国家」 : 戦時期日本の「社会改革」構想』、岩波書店 

2. 中村江里、2018、『戦争とトラウマ―不可視化された日本兵の戦争神経症』、吉川弘文館 

3. 見市雅俊・斎藤修・脇村孝平・飯島渉編、2001、『疾病・開発・帝国医療－アジアにおける病気と医療の歴史学』、東大出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時の私語は、他の受講者の学習権を侵害する行為になりますので謹んでください。私語がひどい場合は出席なしとみなし

ます。 

・質問等があれば、授業前後に気軽に声をかけてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC342／史学講義 ４２ 

(Lectures on History 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本女性史 

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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日本軍「慰安婦」問題と近代公娼制度」というテーマのもと、近代日本の公娼制度と日本軍「慰安婦」問題との歴史的関係を概

観するとともに、各国との国際比較、戦後も引き続く軍隊と性的施設・性暴力について考察する。 

 

Under themes of the "comfort women" issue of the Japanese military and modern licensed prostitution systems, this course 

takes an overview of the historical relationship between modern Japan's licensed prostitution system and the comfort women 

problem of the Japanese military, while making comparisons with other countries and considering the issues of armed forces 

and sexual facilities/sexual violence that continues even after the war. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本軍「慰安婦」問題とは何で、なぜ今日に至るまで解決していないのだろうか。本講義はこうした疑問に答えるとともに、同問題

と近代公娼制度との関係に焦点をあてたい。公娼制度と「慰安婦」問題は別物であり、多くの「慰安婦」被害者は性売買（売春）と

は関係のない人々であった。ただし、身売りで娼妓・芸妓・酌婦にさせられた女性たちの中に「慰安婦」になったケースが存在した

こと、それは日本人の「慰安婦」に多かったことがわかっており、両者は深く関係していた。本講義では、近代日本の公娼制度と

人身売買が日本軍「慰安婦」問題の温床となったこと、加えて、各国・各国軍の性的施設・性暴力との比較、さらには現代日本の

女性の貧困と性売買・性暴力をめぐる状況についても言及したい。 

 

What is the issue of "comfort women" in the Japanese military, and why has it not been resolved even today? In addition to 

answering these questions, the lectures will place a spotlight on the relationship between this problem and modern licensed 

prostitution systems. The licensed prostitution system and the comfort women issue were separate, and many "comfort 

women" victims were people who had nothing to do with the sex trade (i.e., prostitution). However, it is known that women sold 

into prostitution, the geisha trade, and the barmaid trade became comfort women in some cases, that such cases were common 

among Japanese comfort women, and that the two were deeply related. The lectures will also touch on the fact that the modern 

Japanese licensed prostitution system and human trafficking were hotbeds for the issue of comfort women in the Japanese 

military. It will make comparisons with sexual facilities and sexual violence in other countries and armed forces, and further 

touch on the situation surrounding poverty and the sex trade/sexual violence in contemporary Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方 

2. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（１） 

3. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（２） 

4. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（３） 

5. 「慰安婦」問題解決運動と国際社会 

6. 娼妓・芸妓・酌婦から「慰安婦」へ （１） 

7. 娼妓・芸妓・酌婦から「慰安婦」へ （２） 

8. 近代公娼制度の歴史――人身売買・性病検査・「大衆買春社会」 

9. 各国軍の性的施設・性暴力との比較 

10. 戦後も引き続く軍隊と性的施設――RAA 

11. 現代日本における女性の貧困と性売買――「自己責任」論を批判する（１） 

12. 現代日本における女性の貧困と性売買――「自己責任」論を批判する（２） 

13. まとめ 

14. 最終試験 

 

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

事前・事後学習については、毎回の授業でポイントと課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

配布プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉見義明、1995、『従軍慰安婦』、岩波書店 

2. 「戦争と女性への暴力」リサーチアクションセンター編、2013、『「慰安婦」バッシングを越えて』、大月書店 

3. 新田啓子編、2013、『ジェンダー研究の現在―性という多面体』、立教大学出版会 

4. 歴史学研究会・日本史研究会編、2014、『「慰安婦」問題を／から考える』、岩波書店 

5. 飯島裕子、2016、『ルポ 貧困女子』、岩波書店 

6. 宮本節子、2016、『AV出演を強要された彼女たち』、ちくま新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC343／史学講義 ４３ 

(Lectures on History 43) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本史論 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本史を経済史・環境史的側面から理解する。なかでも、1980〜1990 年代における変化の画期性を理解する。 

 

Students will understand postwar Japanese history from a perspective of economic and environmental history. Within this, 

students will particularly learn about the epoch-making changes that occurred from the 1980s to the 1990s. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦後における日本経済史・環境史上の主要な事項について概説する。そのうえで、１９８０年代から１９９０年代に

かけての日本経済と社会の変化（具体的には、「公共性」の意味変化や都市空間・山野・河川・海浜の変化など）に注目して、２１

世紀の現状を歴史的に理解するための手がかりを探究する。 

 

The course will outline major incidents in the economic and environmental history of Japan following World War II. Based on this, 

the course will focus on changes in Japan's economy and society from the 1980s to the 1990s (specifically, changes in the 

meaning of "public", changes in urban spaces, fields, mountains, rivers, beaches, etc.), and will investigate clues for historically 

understanding the current conditions of the 21st century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の問題関心 

2. 戦後改革の歴史的意義 

3. 高度経済成長と環境問題・地方自治（１） 

4. 高度経済成長と環境問題・地方自治（２） 

5. 高度経済成長と環境問題・地方自治（３） 

6. オイルショックと１９７０年代の変化（１） 

7. オイルショックと１９７０年代の変化（２） 

8. 1980 年代における経済の変化と地方自治（１） 

9. 1980 年代における経済の変化と地方自治（２） 

10. 新自由主義の展開と空間の変容（１） 

11. 新自由主義の展開と空間の変容（２） 

12. 新自由主義の展開と空間の変容（３） 

13. ２０００年代への展望と総括 

14. 理解度の確認 

 

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

戦後史は既に７０年以上が経過していますが、高校までの勉強では戦前日本の近代史は取り上げていても、戦後の７０数年の歴

史に関しては、あまり学んでこなかった人が多いと思います。その意味で、戦後史の大まかな流れは、各自予習してきてくださ

い。また、初めて学ぶ内容が多いと思うので、授業ごとに講義内容の復習をおこない、不明な点は早めに質問してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート（２回）(40%) 

授業の理解度を確認するレポート提出を、２回求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森武麿ほか、2002、『現代日本経済史 新版』、有斐閣 (ISBN:4641159017) 

2. 大門正克、2011、『Jr. 日本の歴史 ７ 国際社会と日本』、小学館 (ISBN:9784092930179) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語や、やむを得ない事情を除く授業の早退は、ご遠慮願います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC346／史学講義 ４６ 

(Lectures on History 46) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
小島 庸平(KOJIMA YOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融の視点から近現代日本における社会と経済の歴史をたどり、近代化と経済発展のプロセスを多角的に理解すること。 

 

The course will trace the history of society and the economy in modern and contemporary Japan from the viewpoint of 

finances, to understand the process of modernization and economic development from multilateral perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、19 世紀末に始まる産業革命から 21 世紀初頭にいたる時期の金融史を概観する。 

その際、特に家計とジェンダーに注目する。 

一見、現代を生きる我々の日常からは縁遠く感じられる金融の世界を、日常生活に根ざした営みとして歴史的に検討したい。 

 

The lectures will provide an overview of financial history, from the industrial revolution beginning at the end of the 19th century 

to the beginning of the 21st century. 

In doing so, the lectures will pay particular attention to household finances and gender. 

At first glance, the financial world may seem distant from the everyday modern world in which we live, but the course will 

consider finance historically as an activity rooted in everyday life. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 産業革命と機関銀行 

3. 重層的金融構造の確立 

4. 貧民窟の金融 

5. 俸給生活者と素人高利貸 

6. 割賦と通信販売 

7. 戦時金融と生活 

8. 戦後の闇市と経済犯罪 

9. 住宅生活の変化──貸家から持ち家へ 

10. 団地の暮らしと金融 

11. 高度経済成長とサラリーマン金融 

12. 石油危機後の消費者金融 

13. バブル経済と家計 

14. 深化する家計の金融的包摂と「自己責任」 

 

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

講義資料は教員のウェブサイトを利用して事前に配布する。 

受講前に通読し、講義に備えられたい。 

さらに、受講後にも読み返し、復習すること。 

なお、本講義の教科書は特に指定しない。 

講義中に関連する書籍・論文を紹介するので、各自の関心に即して理解を深める一助としてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://sites.google.com/site/kjmyh116/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AC347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC347／史学講義 ４７ 

(Lectures on History 47) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と平和の歴史 1 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年 8 月 26 日付変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：橋本繁（HASHIMOTO SHIGERU）→河野保博（KAWANO YASUHIRO） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代東アジアの国際情勢について、６～８世紀の朝鮮半島を中心にその歴史的展開を理解することを目指します。 

 

The course aims to have students understand the historical developments of international circumstances in ancient East Asia, 

including Japan, in the 6th to 8th centuries, with a focus on the Korean peninsula. 

 

授業の内容（Course Contents） 

密接に関わりあう中国大陸・朝鮮半島・日本列島の歴史について、「東アジア」「東部ユーラシア」など大きな視点から解説してい

きます。その際には、国際関係がどのように推移したかだけでなく、朝鮮半島や日本列島における国家体制や文化の形成におい

てどのような相互の影響関係があったのかについて、最新の研究成果なども紹介していきたいと思います。 

 

 The course will clarify the closely intertwined histories of China, Korea, and Japan, from major perspectives including "East 

Asia" and "Eastern Eurasia." Drawing on the latest research findings, the course will also take up not only how international 

relations have changed, but also what sort of relationships of mutual influence have been present in the formation of the 

ancient state systems and cultures in Korea and Japan. 

 The course will distribute print-outs every session and present specific historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ６世紀以前の東アジア 

2. 新羅の台頭と加耶諸国の滅亡 

3. 百済と日本の交流 

4. 隋の高句麗遠征 

5. 唐の統一と東アジア諸国の政変 

6. 唐の高句麗遠征 

7. 百済の滅亡と白村江の戦い 

8. 高句麗の滅亡と羅唐戦争 

9. 新羅の半島統一と統合政策 

10. 日本の「律令国家」形成 

2019 年 8 月 26 日付変更（変更理由：担当者変更のため）【変更前の記載内容】日本の「律令国家」形成と新羅 

11. 渤海の建国 

12. 日本と新羅の対立 

13. 安氏の乱と東アジア諸国 

14. 古代東アジア世界の変容 

 

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

配布するプリントや参考文献を用いて、授業前は概要を予習し、疑問点などがあれば事前に整理してください。 

授業後は講義の内容を復習し、次の授業に備えて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。講義時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木靖民ほか、2017、『日本古代交流史入門』、勉誠出版 

2. 2014、『岩波講座日本歴史』第 2 巻、岩波書店 

以上のほかにも配布プリントにて適宜紹介します。 
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2019 年 8 月 26 日付変更（変更理由：担当者変更のため）【変更前の記載内容】上記の 2 点に加え、盧泰敦『古代朝鮮三国統一

戦争史』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント、映像資料を使用した講義形式です。 

履修している学生に対して事前に説明した上で授業計画が変更になる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC350 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC350／史学講義 ５０ 

(Lectures on History 50) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の思想・文化 

担当者名 

（Instructor） 
廣木 尚(HIROKI 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） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①近代日本の国家と社会を思想・文化の側面から理解する。 

②思想や文化的事象を発信と受容の両面から考察することで歴史に対する多角的視野を身につける。 

③多様な文化現象が歴史的に形成され、変容を遂げてきたことを理解し、身の回りの「あたりまえ」を問い直す力を養う。 

 

(1) Students will understand the modern Japanese state and society in terms of thought and culture. 

(2) Students will acquire a multifaceted perspective on history by considering thought and cultural phenomena in terms of both 

transmission and reception. 

(3) Students will understand that diverse cultural phenomena have been formed historically and have undergone transformation, 

and will cultivate the ability to re-evaluate the "norm" around us. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、近代日本の思想・文化をとりあげる。明治維新後の近代化の波は、政治体制や制度だけでなく、思想や文化の次

元にもおよんだ。現在の日本社会を生きる私たちが、ふだん、あたりまえのものとして受け入れている「日本文化」や「伝統」も、多

くは近代化の過程で新たに作られたり、変容をこうむったものである。本講義では、毎回、特定の文化現象を取り上げ、その特徴

や形成・受容・変容の諸相を考察することで、思想・文化の側面から日本近代の形成と展開のプロセスを検証する。 

 

 The lectures will take up the topic of modern Japanese thought and culture. The wave of modernization that followed the Meiji 

Restoration extended to not only political structures and systems but also the dimensions of thought and culture. Much of the 

"Japanese culture" and "traditions" that we, living within present-day Japanese society, accept as the norm were created new 

from the process of modernization and are imbued with transformation. The lectures will examine the processes of modern 

Japan's formation and development in terms of thought and culture by taking up specific cultural phenomena in each session, 

and by considering their characteristics and aspects of formation, acceptance, and transformation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文明化の思想 

3. 帝国大学と知の中央集権 

4. 「国語」と「国文学」の形成 

5. 歴史学と「国体」 

6. 国家神道と社会 

7. 「日本美術」の成立 

8. 史蹟・名勝と社会 

9. メディアと「国民」 

10. 植民地の文化統合 

11. 「デモクラシー」の諸相 

12. 言論・思想統制と転向の時代 

13. 総力戦期の思想と文化 

14. 総括と補足 

 

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

予習：授業中紹介する次回の授業の参考文献にあたる。 

復習：授業で用いたレジュメと参考文献を読み返す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回小レポートを実施します(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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毎回、レジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿野政直、1999、『近代日本思想案内』、岩波書店 (ISBN:4003500180) 

2. 小森陽一ほか編、2002～2003、『岩波講座近代日本の文化史 全 10 巻』、岩波書店 

その他の参考文献は授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC351／史学講義 ５１ 

(Lectures on History 51) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本変動期史論 1 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世近代移行期（幕末維新期）の歴史事象の具体的内容・実態を理解することにより、日本史・東アジア史における当該期の変

動の意味を考察し、「明治維新」や「近代」を見直す視座を獲得する。 

 

By learning about the concrete content and circumstances of historical phenomena in the early modern to modern transition 

period in Japan (the late Bakumatsu and Restoration periods), students will consider the significance of change in those periods 

in the histories of Japan and East Asia, and will gain perspectives for reevaluating the Meiji Restoration and the modern age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず幕末維新期の前提となる枠組みや認識方法を確認し、最近の研究動向を踏まえつつ、ペリー来航以前から大日本帝国憲法

制定に至る歴史事象について具体的内容・実態を順次解説していき、その後の日本ないし東アジアの歴史にとっての意味を考察

する。また授業中に歴史事象の意味を考える設問に取り組んでもらう。 

 

The class will first confirm the frameworks upon which the Bakumatsu and Restoration periods are premised, along with 

methods for recognizing these, and, based on recent trends in research, will sequentially explain the concrete content and 

circumstances of historical phenomena leading to the establishment of the Constitution of the Empire of Japan (the Meiji 

Constitution) before the arrival of Commander Perry. The course will then examine the significance of this in the subsequent 

history of Japan and East Asia. Students will be asked to address questions about the significance of historical events during 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、幕末維新期の前提となる枠組み・認識方法 

2. 内憂外患の深刻化 

3. ペリー来航 

4. 通商条約の締結 

5. 安政の大獄と桜田門外の変 

6. 尊王攘夷運動の全盛 

7. 禁門の変と一会桑政権 

8. 長州戦争と慶喜政権 

9. 大政奉還・「王政復古」クーデタ 

10. 新政府樹立・戊辰戦争と民衆 

11. 版籍奉還・廃藩置県 

12. 文明開化の光と陰 

13. 蝦夷地・朝鮮・琉球 

14. 自由民権運動と大日本帝国憲法制定 

 

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

毎回の授業の復習を必ずすること。その成果については、毎回授業冒頭のシート記入において確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席・シート記入(30%) 

毎回のシート記入により出席・復習・授業中の考察を確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC355／超域文化学講義 １ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学 1 

担当者名 

（Instructor） 
横田 浩一（YOKOTA KOICHI） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 様々な現場から人間の生活に根ざした考察をおこなうという文化人類学の方法論を用いることによって、人間の普遍性と多

様性を理解し、他者に対する想像力を養うことができるようになる。 

(2) 民族誌という表現形態による議論や考察を経験することで、抽象的でありふれた説明に頼らず、個別具体的な現象や出来事

の微細な検討にもとづく思考や主張ができるようになる。 

 

(1) Using the cultural anthropological methodology of conducting observations rooted in human lifestyles from various sites, 

students will gain an understanding of the universality and diversity of humans, and will cultivate power of imagination with 

respect to other people. 

(2) Through experience in discussions and observations of the form of expression known as ethnography, students will become 

able to think and make claims based on detailed investigation of specific concrete phenomena and events, without reliance on 

abstract and commonplace explanations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を、文化と社会をキーワードに理解することを目指す学問である。その最大の特徴

は、フィールドワーク（参与観察）という手法に基づきながら、異なる文化や社会について経験的かつ実証的に考え、民族誌（エス

ノグラフィー）を書くことにある。この作業は同時に、私たちが生きる社会の支配的な価値観を相対化することだけでなく、人間の

普遍性を考えることを意味する。本講義では、全 14 回の講義を通して、人間の普遍性と多様性の双方を視野に入れた文化人類

学的な「ものの見方」を身につけることを目指す。 

 

Cultural anthropology is a field of study that aims to understand the varied "others" who live on the earth, with "culture" and 

"society" as its keywords. Its is characterized foremost by thinking experientially and empirically about different cultures and 

societies with a basis in the technique of field work (participatory observation), and by writing ethnographies. At the same time, 

this work means not only relativizing the dominant values of the society in which we live, but also considering the universality of 

human beings. These lectures aim to equip students with a cultural anthropological "views of things" that incorporate 

perspectives of both the universality and diversity of human beings through all 14 lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の目的と授業方針の説明 

2. 文化概念と文化相対主義：人類学の基本的な発想を学ぶ 

3. フィールドワークと民族誌：人類学の基本的な研究方法であるフィールドワークについて学ぶ  

4. 人種とエスニシティ：人種論の形成過程と、それが引き起こす現代の諸問題について学ぶ 

5. 生態と文化：生態学的適応の視点から、狩猟採集民や牧畜民の生業について講義する 

6. 家族と親族：現代の家族や親族のあり方について、生殖医療の進展を視野に入れて講義する 

7. 結婚：社会的身分の変化やインセスト・タブーなどを中心に現代における結婚について講義する 

8. ジェンダーとセクシュアリティ：ジェンダー（社会的性別役割）の多様性や性の多義性について学ぶ 

9. 宗教：人間と宗教の関わりについて、科学との類似性も視野に入れて講義する 

10. 儀礼：通過儀礼を中心に解説し、人間は何のために儀礼を行うのか学ぶ 

11. 法と文化：人間はもめごとをどのように解決してきたのか民族誌から学ぶ 

12. 贈与と交換：人間社会におけるモノの多様なやりとりについて学ぶ 

13. 観光と文化：観光と文化との関係を真正性をキーワードに講義する 

14. まとめと復習 

 

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

［予習］ 講義の目的・内容にもあるように、文化人類学は民族誌を通じて、私たちの「当たり前」を問い直す学問である。したがっ

て、それぞれのテーマに関してどのようなことが「当たり前」だとされているのかを新聞やインターネットで調べるなどして理解して

おくこと。 

［復習］ 毎回の授業前後に、配布する資料を熟読し、講義内容に対する理解を深めてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出(30%) 

3 分の 2 以上の出席がない場合には、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部恒雄・桑山敬己（編）、2010、『よくわかる文化人類学（第 2 版）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05696-5) 

2. 川口幸大、2017、『ようこそ文化人類学へ』、昭和堂 (ISBN:978-4-8122-1606-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC358／超域文化学講義 ４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 2 

担当者名 

（Instructor） 
呉羽 正昭(KUREHA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパとはどのような地域であるのかを理解することを目標とする。それとともに，世界の自然環境，それを舞台に展開される

人間活動を多角的に探求し，地域を考える総合的な知識と思考力を身に付ける。 

 

The class aims to have students understand what sort of region Europe is. At the same time, it will explore, in a multi-faceted 

manner, the natural environment of the world and the human activities played out on that stage, and will instill in students 

thinking power and comprehensive knowledge concerning the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパの性格を形成している，自然環境，文化要素，人口，都市，農村，観光などをとりあげ説明するとともに，具体的な地域

の特徴を説明することを通じて，ヨーロッパの地域性について考える。 

 

Taking up and explaining the natural environment, cultural factors, population, cities, agricultural areas, tourism, etc. that form 

the character of Europe, the course will consider the regionality of Europe by explaining specific regional characteristics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヨーロッパとは何か 

2. ヨーロッパの自然 

3. ヨーロッパの言語と宗教 

4. ヨーロッパの民族と人口 

5. ヨーロッパの国家と政治 

6. ヨーロッパの農業 

7. ヨーロッパの農村 

8. ヨーロッパの都市 

9. ヨーロッパの観光 

10. ウィーンの都市観光 

11. アルプスの自然と文化 

12. アルプスの観光 

13. アルプスのリゾート 

14. まとめ：ヨーロッパの地域構造 

 

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

参考文献を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパーの内容評価(40%) 

リアクションペーパー提出を授業内で適宜実施する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョーダン著，山本正三・石井英也・三木一彦訳、2005、『ヨーロッパ：文化地域の形成と構造』、二宮書店 (ISBN:978-

4817602367) 

2. 加賀美雅弘編、2019、『世界地誌シリーズ 11 ヨーロッパ』、朝倉書店 (ISBN:978-4254169317) 

3. 淡野明彦編、2016、『観光先進地ヨーロッパ』、古今書院 (ISBN:978-4772231800) 

4. 浮田典良・加賀美雅弘・藤塚吉浩・呉羽正昭、2015、『オーストリアの風景』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779509506) 

5. 呉羽正昭、2017、『スキーリゾートの発展プロセス: 日本とオーストリアの比較研究』、二宮書店 (ISBN:978-4817604231) 
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トピックに応じて参考図書をあげるので，不明な点やより知識を深めたい点など参照のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC359／超域文化学講義 ５ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 3 

担当者名 

（Instructor） 
堤 純(TSUTSUMI JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．オーストラリアの自然，歴史，文化的な特徴を説明できる。 

２．オーストラリア建国時と今日の外交上のスタンスの変化を説明できる。 

３．オーストラリアの都市社会が抱える諸問題とその解決策について一例を挙げて説明できる。  

 

1. Students will be able to explain the nature, history, and cultural characteristics of Australia. 

2. Students will be able to explain changes in the diplomatic stance of Australia between the time of its founding and today. 

3. Students will be able to give examples and explain the problems faced by urban society in Australia and solutions to these.  

 

授業の内容（Course Contents） 

世界で最も美しく暮らしやすい国の一つといわれるオーストラリア。「温暖な気候に恵まれ，豊富な農産・鉱物資源に恵まれ，陽気

でフレンドリーなオージーの暮らす大らかで豊かな国」という印象の強いオーストラリアだが，1970 年代中盤までは，白豪主義を

掲げ，アジア系移民を受け付けない，全くの「別人」だった。そのオーストラリアが，日本と「相思相愛」の関係になるまでの道は決

して平坦ではなかった。この授業では，自然条件，歴史，文化的背景，経済状況，そして国際社会における役割など多様な視点

から地誌学（地域地理学）的に，この国の素顔に迫る。  

 

Australia is said to be one of the most beautiful and lifestyle-friendly countries in the world. Australia enjoys a strong image as 

a country blessed by a warm climate and abundant agricultural and mineral resources, populated by cheerful and friendly 

"Aussies." However, until the mid-1970s, it was a completely different place that, under "white Australia" sentiment, did not 

accept Asian immigrants. The road to Australia's love affair with Japan was by no means a smooth one. This class will seek the 

true face of the country in terms of regional geography, from diverse perspectives including natural conditions, history, cultural 

background, economic circumstances, and role in the international community.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション −オーストラリアとはどんな国か？−  

2. オーストラリアの自然環境の特殊性（5500 万年の大陸移動と厳しい乾燥） 

3. 多様な気候条件と固有種（なぜコアラとカンガルーが大繁殖したか） 

4. 映画に描かれたオーストラリア社会の表象① −Harsh History of Immigrants− 

5. 映画に描かれたオーストラリア社会の表象② −Stolen Generations−  

6. 広大な大地と Dreaming Story −アボリジニの文化−  

7. 植民地の成立とオーストラリア政治 −ゴールドラッシュと白豪主義−  

8. イギリスとの「決別」とアジア・太平洋地域への接近 −国家アイデンティティの確立− 

9. オーストラリアの農牧業 −もはや「羊の背中にのった国」ではない？−  

10. オーストラリアの都市社会①（鉄鉱山への FIFO「飛行機通勤」で発展するパース） 

11. オーストラリアの都市社会②（非ステレオタイプな移民が創るアデレード） 

12. オーストラリアの都市社会③（グローバル都市・シドニー） 

13. オーストラリアの都市社会④（伝統と最新が調和する都市・メルボルン） 

14. Lovely Aussie Lifestyle（wagyu，バーベキュー，LOHAS な休日，LGBT観光など）  

 

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

次週の授業内容は、前週の講義終了時に案内する。次週で使うパワーポイントのスライド（空欄穴埋め式）は前週までにはアップ

されているので，次週の授業までの間にあらかじめ目を通して，空欄に入る用語を予習した上で当日の授業に臨むとよい。 

パワーポイントの内容と，授業時の教官の口頭説明や板書内容を書き取った自筆ノートとを比較しながら復習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回の授業後に書くミニコメント(30%) 

試験は，「持込可」で行なう予定。ただし，詳細は立教大学のルールに則ります（試験時間中の電子機器の使用は不可など）。ま

た，出席は毎回取ります。無断早退は平常点をゼロにします。注意して下さい。やむをえない事情がある場合は，必ず「事前」に
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相談して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹田いさみ、2000、『物語オーストラリアの歴史 : 多文化ミドルパワーの実験』、中央公論社 (ISBN:9784121015471) 

2. 堤 純、2018、『変貌する現代オーストラリアの都市社会』、筑波大学出版会 (ISBN:4904074467) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業関係資料は，下記の URLに置きます。紙媒体では配りません。各自でダウンロードして下さい。 

http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~jtsu/lec_index.html 

毎回の授業で用いる教材（パワーポイント資料，アウトライン）を，授業前後各 1 週間（合計 2 週間）に限って上記 URLで公開し

ます。 

担当教官は兼任講師ゆえ，オフィスアワーはありません。質問・連絡事項がある場合は，メール（jtsu@geoenv.tsukuba.ac.jp）で受

け付けるが，その際，必ず「PCのメールアドレス（Gmailなどの Webmail 可）」から送信して下さい。携帯ドメイン（docomo, ezweb, 

softbank 等）からのアドレスには返信しません。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 382 - 

■AC362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC362／超域文化学講義 ８ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史 2 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．アメリカ合衆国社会の特性をジェンダー史の観点から位置づけることができる。 

２．アメリカ史の事例に照らして、ジェンダー史の方法について評価できる。 

 

1. Students will be able to position the characteristics of the society of the United States of America from the viewpoint of 

gender history. 

2. Students will be able to evaluate methods of gender history studies in light of examples from American history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

＜ジェンダーで考えるアメリカ合衆国史＞ 

ジェンダー史の観点からのアメリカ合衆国史とらえ直しを目標とする。それは同時に、（アメリカに限らず）「ジェンダー史」とは何で

あり、なぜ生まれ、どこへ行こうとするのかについての検討にもなるだろう。ジェンダーが人種や階級をはじめとする諸カテゴリー

と関わりあうなかで形成され展開する、社会の動態をつかみ出す方法を考えていきたい。  

講義内でも対話・ディスカッションの機会をもうけます。聴くだけでなく、発言・関与を期待します。 

 

History of the United States of America as Considered through Gender 

This course aims to reconsider the history of the United States of America from the viewpoint of gender history. At the same 

time, without being limited to America, it will examine what “gender history” is, why it was born, and where it is heading. The 

course hopes to consider methods for grasping the dynamic mechanisms of society, which is formed and developed within the 

interactions of gender with categories such as race and class.  

In the lectures, too, students will have opportunities for dialog and discussion. Students are expected to not only listen but also 

to make comments and get involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ジェンダー史の理論・方法・時代背景１ 

3. ジェンダー史の理論・方法・時代背景２ 

4. アメリカ合衆国「市民」の創造１ 

5. アメリカ合衆国「市民」の創造２ 

6. セッション（中間レポート） 

7. 長い 19 世紀と「市民」の再編１ 

8. 長い 19 世紀と「市民」の再編２ 

9. 長い 19 世紀と「市民」の再編３ 

10. 帝国とジェンダー 

11. 20 世紀総力戦体制とジェンダー１ 

12. 20 世紀総力戦体制とジェンダー２ 

13. 現代アメリカとジェンダー 

14. セッション 

 

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

適宜、史料や論文の読解を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/レスポンスペーパーほか参画(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

2. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』、東大出版会 

3. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

4. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版社 

5. アメリカ学会編、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://319.air-nifty.com/ 

https://twitter.com/hiromatsubara1 

 

注意事項（Notice） 
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■AC365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC365／超域文化学講義 １１ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会史 1 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラームが成立した 7 世紀以降、現代に至るまでの間に、西アジアを中心とする地域においてムスリムのために／ムスリムに

よって生み出された工芸品・写本絵画・建築の地域的・史的展開についての知識を習得することで、各時代・地域の文化につい

て、具体的な作品例を挙げながら説明できるようになることを目標とします。 

 

The course aims to equip students with knowledge about the regional and historical development of crafts, manuscripts, and 

architecture created for Muslims by Muslims primarily in the West Asia region from the establishment of Islam in the 7th 

century to the present day, so that students will be able to explain the cultures of the eras and regions, using examples of 

specific works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず、イスラームの教義と各宗派の違いについて概観したのち、この教えがムスリムのために／ムスリムによって 7

世紀以降主に西アジア地域で生み出された工芸品・写本絵画・建築にどのような特色をもたらしたのかについて多角的に検討し

ます（第 1 回）。 続いて、それらの工芸品・写本絵画・建築が、どのような文化的・宗教的・政治的背景のもと生み出されたのか、

タテ（地域性）とヨコ（時代性）の繋がりに重点を置きながら、時系列順に分析します（第 3 回〜第 13 回）。合わせて、第 2 回およ

び第 14 回の講義では、開講期間中に日本国内で見ることのできるイスラーム美術作品について紹介し、受講生のみなさんが、

講義で学んだことを実際に自身の目で確かめ、自ずから作品について思考するための一助とします。 

 

授業キーワード：イスラーム、西アジア、中近東、宗教、歴史、文化、美術、言語、文字、グローバル化、アラビア語、ペルシア語、

トルコ語、クルアーン 

 

The lectures will first offer an overview of Islamic doctrines and the differences among its sects, and then consider, from 

multiple perspectives, what distinctions these teachings brought about in crafts, manuscripts, and architecture created for 

Muslims by Muslims primarily in the West Asia region from the 7th century onward. Subsequently, the course will analyze – in 

chronological order and with an emphasis on the connection between the vertical (regionality) and horizontal (temporality) axes 

– what sort of cultural, religious, and political backgrounds were behind these crafts, manuscripts, and architecture (3rd to 13th 

sessions). In the 2nd and the 14th lectures, the course will introduce Islamic artworks that can be viewed in Japan while the 

course is in session, as an aid for all course takers to see with their own eyes what they learned about in the lectures, and to 

think about the works on their own. 

 

Class keywords: Islam, West Asia, Middle East, religion, history, culture, art, language, characters, globalization, Arabic, Persian, 

Turkish, Quran 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：「イスラーム」とは何か、「イスラーム」美術とは何か 

2. 国立新美術館「トルコ至宝展 チューリップの宮殿 トプカプの美」（会期：2019 年 3 月 20 日–5 月 20 日）みどころ紹介 

3. ビザンティン・サーサーン文化の遺産とイスラーム美術の勃興・伝播（622 年–950 年） 

4. カリフ国鼎立・イラン系王朝成立期の文化（750 年–1150 年） 

5. トゥルク系王朝の西進と「ムーン・フェイス」の伝播（1050 年–1250 年） 

6. モンゴル系王朝の西進とイスラーム美術（1250 年–1350 年）①：イルハン朝期イランの美術 

7. モンゴル系王朝の西進とイスラーム美術（1350 年–1500 年）②：ティムール朝期中央アジア・イランの美術 

8. 十字軍・国土回復運動時代の地中海世界の文化（1150 年–1500年） 

9. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）①：オスマン朝期地中海世界の美術 

10. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）②：サファヴィー朝中央イランの美術 

11. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）③：ムガル朝期インドの美術 

12. 近代化・西洋化の波とイスラーム美術の終焉？：1800 年–現代 

13. 総括：イスラーム美術史概観（622 年–現代） 

14. イスラーム美術と日本 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回とも、次回講義の内容に関わる参考文献（過去の授業分のレジュメを含む）の一覧を配布しますので、アスタリスクの印があ

るものを中心に、授業前にできるだけ目を通しておくようにしてください。現状、イスラーム美術史の通史を正面から扱った和書は

出版されていませんので、必ず、配布したレジュメやご自身のノートを繰り返し見返すようにしてください。小テストの欄外やコメン

トペーパーを介した質問等、積極的な講義への参加を歓迎します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパー（全 3 回）(15%)/小テスト（全 3 回）(45%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桝屋友子、2009、『すぐわかるイスラームの美術：建築・写本芸術・工芸』、東京美術 (ISBN:978-4808708351) 

2. 中田考監修・中田香織、下村佳州紀訳、2014、『日亜対訳クルアーン：[付] 訳解と正統十読誦注解』、作品社 (ISBN:978-

4861824715) 

3. Flood, Finbarr B. and Gülru Necipoğlu, eds.. 2017. A Companion to Islamic Art and Architecture (Blackwell Companions to Art 
History Book 12), 2 vols.. Wiley-Blackwell (ISBN:978-1-119-06866-2) 

授業中により詳細な参考文献を配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC367／超域文化学講義 １３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会論 1 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 絵美(GOTO EMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラームにおけるジェンダーの問題は、現代の諸社会にとっても、また個々人の生活や人生にとっても重要なものとして、しばし

ば議論の俎上に載せられてきた。本講義ではそうした議論の具体的な内容に注目し、その検討を通してこの問題についての理

解を深める。 

 

Gender issues in Islam have often been put up for debate as a matter important to contemporary society as well as to the lives 

and livelihoods of individuals. The lectures will bring attention to the specific content of such discussions and will deepen 

understanding of the issue through consideration of it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半ではイスラームとジェンダーの関わりを概観する。啓示の書であるクルアーン（コーラン）や預言者の言行録であるハディース

といった「聖典」や、古典から現代までのイスラーム法を取り上げ、その中でジェンダーがどのように問題化してきたのかを検討す

る。後半では、ジェンダーをめぐって各地の諸社会で何が議論されてきたのかを、複数の主題について見ていく。 

 

The first half of the course will outline the relationship between Islam and gender. Taking up scriptures including the Quran (a 

book of revelations) and hadith (recordings of the Prophet's words and deeds), as well as Islamic law from classical times to the 

present, the course will examine how gender has become a problem. The second half of the course will look at several main 

topics concerning what different societies have debated about gender. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イスラームとジェンダー 

2. 聖典とジェンダー（1）総論 

3. 聖典とジェンダー（2）クルアーンを読む 

4. 聖典とジェンダー（3）ハディースを読む 

5. イスラーム法とジェンダー（1）総論 

6. イスラーム法とジェンダー（2）古典法 

7. イスラーム法とジェンダー（3）近代と法の変化 

8. イスラーム法とジェンダー（4）現代法 

9. 現代社会とジェンダー（1）婚姻 

10. 現代社会とジェンダー（2）生殖 

11. 現代社会とジェンダー（3）風紀・暴力 

12. 現代社会とジェンダー（4）装い 

13. 理解度の確認 

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） 

配布されたプリントを読み返す他、参考図書や参考論文を読み自習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回の小レポート(40%)/グループワークや授業内での発言などの貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC370／超域文化学講義 １６ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境学 2 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 規子（YUZAWA NORIKO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年 8 月 8 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：野中健一(NONAKA KENICHI)→湯澤規子(YUZAWA NORIKO) 

以上の理由により、授業の目標、内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、

成績評価・基準、テキスト、参考文献についても以下の内容に変更する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．ライフヒストリーの視点と方法、その意義について理解できる。 

２．事例を通して、日本近現代の地域や文化を論じる視点を得る。 

３．地理学や歴史学の新しい視点とその可能性について議論できる。 

 

1. Students will be able to understand the perspective and methods of life history and their significance. 

2. Students will be able to gain a perspective on discussing areas and culture in modern Japan through case studies. 

3. Students will be able to discuss new perspectives of geography and history and their possibilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義ではライフヒストリーから地域の特徴や歴史、文化について考え、私たちが生きる現代社会とこれからの未来を考える視

座を得ることを目的とします。フィールドワークにもとづいた様々な事例を紹介し、歴史地理学を中軸に据えながら、社会経済史

学、農業史、文化史、環境史などもふまえた視点からこの問題にアプローチします。 

 

The purpose of this lecture is to give a perspective on the characteristics, history, and culture of the region from the life 

history, and a perspective on the contemporary society in which we live and the future. We introduce various cases based on 

field work, and approach this problem from the perspective of socio-economic history, agricultural history, cultural history, 

environmental history, etc., with historical geography. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ライフとは何か？ 

2. ライフヒストリーで描く地域と歴史 

3. 在来産業と女性：織り手のライフヒストリー 

4. 在来産業と家族：女性三代のライフヒストリー 

5. 胃袋からみる食と人びとの日常 

6. 織物産地と女工たちの日常史 

7. 「生きる」についての日米女性労働比較史 

8. 地域社会事業の誕生と都市空間 

9. 農業と工業の関係史：地域変容のメカニズム 

10. 戦中戦後の胃袋：空腹の地図 

11. 高度消費社会の胃袋：食べる空間と食べる意味 

12. ぶどうとワインの近代史：地域変容と人びと 

13. ぶどうとワインの現代史：地域づくりの系譜 

14. 総括 

 

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

授業中に配布するレジュメや資料を見直し、授業内容に関連する書籍、記事、映画、小説、ニュースなど、さまざまな情報に積極

的に触れ、自分自身で議論を深められるように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 湯澤規子、2009、『在来産業と家族の地域史―ライフヒストリーから見た小規模家族経営と結城紬生産』、古今書院 

(ISBN:9784772241250) 

2. 湯澤規子、2018、『胃袋の近代－食と人びとの日常史』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815809164) 

3. 湯澤規子、2019、『７袋のポテトチップス―食べるを語る、胃袋の戦後史』、晶文社 (ISBN:9784794970794) 

その他、適宜授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 390 - 

■AC372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC372／超域文化学講義 １８ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考古学 

担当者名 

（Instructor） 
岩瀬 彬(IWASE 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） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

石器使用痕分析の理論・方法を理解し，旧石器時代における日本列島に居住した人類の歴史の一端を学ぶ。 

 

Students will understand the theories and methods of use-wear analysis for the stone tools, and will learn a part of the human 

prehistory in the Japanese archipelago during the Palaeolithic period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の主要なテーマである石器使用痕分析と呼ばれる研究領域は，考古学的遺跡から回収される遺物の中で最も普遍的な

資料の一つである石器の使用をめぐる諸問題を取り扱う。ここではその研究史と理論，そして方法を学ぶ。また日本列島の旧石

器時代資料を対象とした事例分析を通じて，石器使用痕分析の意義を考察・理解する。 

 

The lithic use-wear analysis is a method to identify the funcions of stone tools, which are artifacts frequently recovered from 

the archaeological sites all over the world. Here, students will learn about the research history, theories, and methods of the 

analysis. In addition, through the introduction of the case studies for the Japanese Palaeolithic artifacts, students will observe 

and understand the significance of lithic use-wear analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび日本列島の旧石器時代研究（1） 

2. 日本列島の旧石器時代研究（2） 

3. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（1） 

4. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（2） 

5. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（3） 

6. 石器使用痕分析の解釈：狩猟採集民の道具資源・食料資源の利用（1） 

7. 石器使用痕分析の解釈：狩猟採集民の道具資源・食料資源の利用（2） 

8. 日本列島の古地理・植物相・動物相（1） 

9. 日本列島の古地理・植物相・動物相（2） 

10. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（1） 

11. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（2） 

12. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（3） 

13. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（4） 

14. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（5） 

 

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，必要に応じて適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布等によりテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿子島 香、1989、『石器の使用痕』、ニューサイエンス社 

2. 御堂島 正、2005、『石器使用痕の研究』、同成社 

3. Keeley, L. H.、1980、『Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Micro Wear Analysis.』』、The University of Chicago 

Press 

その他の参考文献については、必要に応じて講義中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC374／超域文化学講義 ２０ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化ダイナミクス論 

担当者名 

（Instructor） 
浅川 泰宏(ASAKAWA 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） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化はしばしば「古来」「固有」「伝統」などという言葉と結びつき、固定的で不変のものと理解されがちである。本講義では、文化

変容の理論と実例を学ぶことを通して、文化の動態を理解することを目標とする。 

 

Culture is often associated with words such as "ancient," "intrinsic," and "traditional," and tends to be understood as 

something fixed and immutable. The lectures aim to have students understand the dynamic mechanisms of culture through 

study of the theory and examples of cultural transformation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化変容の理論と具体的な事例を学ぶ。異文化の交流は互いの文化を変化させるが，その契機，変容過程，結果について考察

する。最初の接触となるファーストコンタクトから，摩擦や融合を経て，新しい文化の創造や再構成へと発展するケースを紹介し，

現代世界に繋がる問題を講義する。具体例においては特に異文化接触による変容や文化の資源化について考察する。 

 

Students will study the theory of cultural transformation, along with concrete examples. Interaction among different cultures 

changes each. Students will consider the momentum behind this, the transformation process, and the outcomes. The course will 

introduce cases of development, from first contact, through friction and fusion, and on to the creation and reconstruction of 

new culture, and will conduct lectures on issues connected to the modern world. In specific examples, the course will especially 

consider transformation through contact with other cultures and the creation of cultural resources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化と世界観 

3. 文明と未開のコンタクト 

4. 映像でフィールドワーク(1) 

5. 映像でフィールドワーク(2) 

6. 幻想とオリエンタリズム 

7. 近代日本の文化変容 

8. 喜劇と道化 

9. 文化英雄とトリックスター 

10. 文化と経済 

11. 文化の資源化（１）－長崎のキリシタン文化と世界遺産 

12. 文化の資源化（2）－巡礼文化の脱構築 

13. 現代社会の世界観－死者供養の変容を考える 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口昌男、2000、『文化と両義性』、岩波書店 

2. 織田達也・深田淳太郎（編著）、2009、『経済からの脱出』、春風社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC376／超域文化学講義 ２２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 2 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民俗学は日常世界を見つめなおし、文化や社会を考えていく学問である。本講義ではわれわれの身近にある「あたりまえのもの」 

を通して日本社会の文化を問い直し、フォークロアを通して現代社会を理解することを目標とする。 

 

Folklore studies is an academic field that rethinks the everyday world to consider culture and society. These lectures aim to 

question the culture of Japanese society through the "normal things" familiar to us, and to understand contemporary society 

through folklore. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の民俗学のについていくつかのテーマを設定して日本社会の文化について学ぶ。本年度は(１)柳田国男、南方熊楠、折口信

夫、宮本常一といった民俗学者の足跡を追いながら日本の民俗学の流れを概観する。(２)人生儀礼を事例として日本社会の死生

観を考える。(３)口頭伝承の世界を見ながら文字によらない記憶のあり方について考える。(４)民俗誌に描かれた世界を読み日本

社会の多様なあり方について考える。また、来訪神の世界遺産登録といったフォークロアを取り巻く現代的情勢についてもふれて

いく。 

 

The course will set several themes concerning Japanese folklore studies and will study the culture of Japanese society. This 

academic year, the course will: (1) Outline the flow of folklore studies in Japan, tracing the footsteps of folklorists such as Kunio 

Yanagita, Kumagusu Minakata, Shinobu Orikuchi, and Tsuneichi Miyamoto. (2) Consider views on life and death in Japanese 

society, taking rites of passage as examples. (3) While looking at the world of oral tradition, the course will consider non-text-

based ways of preserving memory. (4) The course will read about the worlds depicted in ethnographies, and think about diversity 

in Japanese society. The course will also talk about the contemporary circumstances surrounding folklore, such as World 

Heritage site registration for raiho-shin ritual visits of deities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本のフォークロア研究 1 

3. 日本のフォークロア研究 2 

4. 日本のフォークロア研究 3 

5. 生と死のフォークロア 1 

6. 生と死のフォークロア 2 

7. 生と死のフォークロア 3 

8. 口承の世界 1 

9. 口承の世界 2 

10. 口承の世界 3 

11. 民俗誌の世界 1 

12. 民俗誌の世界 2 

13. 民俗誌の世界 3 

14. まとめ 

 

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

国内外の文化に関する新聞記事等に日ごろから目を通しておくこと。 

その他授業内において指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(80%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 大牟羅良、1958、『ものいわぬ農民』、岩波書店 

2. 大門正克、2017、『語る歴史、聞く歴史』、岩波書店 

3. 宮本常一、1984、『忘れられた日本人』、岩波書店 

4. 柳田国男、1998、『民間伝承論（柳田国男全集 8）』、筑摩書房 

その他授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC378／超域文化学講義 ２４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類生態学 

担当者名 

（Instructor） 
河合 文(KAWAI AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人を文化をもつ生物として位置づけ、その多様性と社会の歴史的変遷について理解を深める。特に人と環境の相互作用に着目

して考察する方法を学ぶことで、複雑な経済構造に支えられている現代社会を新たな側面からとらえなおす。 

 

The course will position people as living beings that possess culture, and will deepen students' understanding of their diversity 

and of the historical transitions in society. In particular, the course will re-think contemporary society, supported by its complex 

economic structure, from new perspectives by having students learn how to think, with a focus on the interaction of human and 

the environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人を生態系の一構成員として位置づけ、その多様性をさまざまな環境への生物学的適応・文化的適応という視点から論じる。具

体的には生業、食物、人口といった点について、マレーシアの狩猟採集民など地球各地の事例を用いて講義する。また、今日で

は欠かせないものとなっているエネルギー資源の利用や、地球規模の環境問題といった現代のテーマについても、人類生態学

的な考え方を紹介する。 

 

The course will position people as constituents of ecosystems, and will discuss their diversity from the perspectives of 

ecological adaption and cultural adaption to varied environments. Specifically, the course will offer lectures on livelihoods, food, 

population, etc. using examples from around the world, such as Malaysian hunter-gatherer people. The course will also introduce 

anthro-ecological thinking on contemporary themes such as global environmental problems and the use of the energy resources 

that have become indispensable today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（人類生態学概論） 

2. 生態系と人類の特性 

3. 人間と環境の認識 

4. 人類の進化と生存様式の多様化 

5. 生業とドメスティケーション 

6. 身体とその機能 

7. 分業の発達と都市化 

8. 食と栄養 

9. 病気と社会 

10. 人口変動と人口問題 

11. エネルギーと資源 

12. ライフスタイルと環境 

13. 地球の生態系と人類 

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ついては、必要に応じて随時別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(20%)/ｸﾞﾙｰﾌﾟワーク等授業参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大塚柳太郎ほか、2012、『人類生態学（第２版）』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130523011) 
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2. 渡辺知保ほか、2011、『人間の生態学』、朝倉書店 (ISBN:978-4254171464) 

3. D. サダヴァほか、2014、『大学生物学の教科書 第 5 巻生態学』、講談社 (ISBN:978-4062578769) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC403／自然地理学 １ 

(Physical Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
意外と身近な自然地理〜大地編〜 

担当者名 

（Instructor） 
早川 裕弌 (HAYAKAWA YUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。  

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大地に根付く事象について，現場

の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み解くための基礎的な知識を習得します。また適宜，関連する

時事問題を取り上げ，解説を行います。  

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain land-based phenomena using site photographs, images, and detailed materials, and will equip students 

with fundamental knowledge for interpreting these in terms of physical geography. It will also explain related current events as 

appropriate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東京の地形と自然：関東平野の成り立ち 

3. 東京の地形と自然：武蔵野台地の段丘面と人々 

4. 東京の地形と自然：山の手の坂と湧水 

5. 東京の地形と自然：消えた都市河川 

6. プレートテクトニクス  

7. 地震発生の仕組みと活断層  

8. 山地の隆起と削剥 

9. 風化作用 

10. 河川の作用 

11. 山崩れ 

12. 火山の形成と解体 

13. 古代遺跡と環境変動 

14. 期末試験  

 

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

日常における景色の少し注意深い観察 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:4772271457) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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https://twitter.com/hykwaaaa 

 

注意事項（Notice） 
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■AC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC404／自然地理学 ２ 

(Physical Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な自然地理 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 有加(ITO YUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。  

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大気、海洋、陸水に関する事象およ

び地球環境の諸問題について，現場の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み解くための基礎的な知

識を習得します。また適宜，関連する時事問題を取り上げ，解説を行います。  

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain phenomena related to the atmosphere, seas, and inland waters, and global environmental issues, using 

site photographs, videos, and detailed materials, and will equip students with fundamental knowledge for interpreting these in 

terms of physical geography. It will also explain related current events as appropriate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自然地理学２の概要 

2. 気象・気候：日本の四季 

3. 気象・気候：大気の大循環と風 

4. 気象・気候：世界の気候 

5. 気象・気候：都市の気候 

6. 海洋：海洋の構造 

7. 海洋：海水の循環 

8. 水文：地表の水循環 

9. 水文：地下の水循環 

10. 水環境の諸問題 

11. 氷河と氷河地形 

12. 地球環境の変遷とその原因 

13. 地球環境の諸問題と社会 

14. 期末試験 

 

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

普段から環境や地理に関連する情報に関心を持つこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席＋授業のリアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せすに、資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC405／比較政治史 １ 

(Comparative Political History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
帝政ロシア史 

担当者名 

（Instructor） 
草野 佳矢子(KUSANO KAYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ史研究に関して、史料に基づく歴史研究の手法および発想を身につける。 

帝政崩壊までのロシア史の流れ、キエフ・ルーシ、モスクワ・ロシアの特徴、ロシア帝国成立後に関しては各皇帝の治世の概要や

主要な事件・改革の内容などについて、西ヨーロッパとの比較も含めて説明できるようになる。 

 

Students will learn methods and ideas of historical research, based on historical materials related to research in European 

history. 

Students will become able to explain the flow of Russian history until collapse of the Empire, as well as the characteristics of 

Kievan Rus and Moscow Russia, an outline of the reigns of emperors following the establishment of Imperial Russia, and details 

of major incidents and reforms, including comparisons with Western Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1917 年革命以前のロシアの歴史を、特に国家と社会の関係や、統治制度改革、政治改革をめぐる問題に焦点を当て、比較史の

視点にも留意して、講義する。 

適宜、関連する映像の視聴も行う。 

 

 

The course will conduct lectures on the history of Russia prior to the 1917 Revolution, focusing on issues such as relations 

between the state and society, reform of governance systems, and political reform, with attention given to comparative history 

as well. 

Related videos will be shown as appropriate. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ロシア帝国成立前のロシア①： キエフ・ルーシからモスクワ・ロシアへ 

2. ロシア帝国成立前のロシア②： モスクワ・ロシアの特徴 

3. ピョートル大帝の西欧化政策 ： 西欧化の開始、大北方戦争、統治理念の西欧化、中央・地方の行政制度改革、社会

の再編 

4. 女帝たちの時代： エカチェリーナ 1 世～ピョートル 3 世の治世、ピョートル体制の修正 

5. エカチェリーナ２世の統治： エカチェリーナの啓蒙思想、プガチョフの乱、地方行政改革、貴族・都市への恵与状、農奴制

の強化、パーヴェル 1 世 

6. アレクサンドル１世とニコライ 1 世： 秘密委員会と初期の改革、スペランスキーの改革案、祖国戦争後のアレクサンドル、

デカブリストの乱とニコライの即位、法律と官僚制の整備 

7. アレクサンドル 2 世と大改革①：クリミア戦争、大改革の前提、農奴解放，ゼムストヴォ制度の導入 

8. アレクサンドル 2 世と大改革②：都市自治制度、地方官僚制の整備、司法制度改革、大改革と身分制 

9. 革命運動と政治改革の試み： 農奴解放後の革命運動の展開、大改革期の政治改革の試み、ロリス＝メリコフの改革案 

10. アレクサンドル 3 世時代のロシア： 専制体制の安定化、農民統治制度改革、地方自治制度改革 

11. 19 世紀末～20 世紀初頭のロシア：ヴィッテ蔵相の工業化政策とその影響、ニコライ 2 世の即位、20 世紀初頭のロシア社

会 

12. 1905 年革命：「自由主義者の春」、血の日曜日事件、「立憲体制」への移行 

13. 帝政ロシアの崩壊： ストルイピン改革、第一次世界大戦とロシア、2 月革命 

14. 授業内試験 

 

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

各回の授業前に前回の内容をよく復習すること。参考文献の関連する部分を読み、理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 
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10 回以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象にしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いません（配布プリントに沿って講義します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1994、『ロシア史２』、山川出版社 (ISBN:463446070X) 

2. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1997、『ロシア史３』、山川出版社 (ISBN:4634460807) 

3. マルク・ラエフ、2001、『ロシア史を読む』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815804222) 

4. 藤本和貴夫・松原広志、1999、『ロシア近現代史―ピョートル大帝から現代まで  』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623027473) 

5. 和田春樹 編、2002、『ロシア史』、山川出版社 (ISBN:4634415208) 

6. 川端香男里・佐藤経明・ 中村喜和 ・和田春樹・塩川伸明・栖原学・沼野充義 監修、2004、『新版 ロシアを知る事典』、平凡

社 (ISBN:9784582126358) 

7. 栗生沢猛夫、2010、『図説 ロシアの歴史』、河出書房新社 (ISBN:9784309761435) 

特定のテーマに関しては、上記文献の参考文献欄を参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC406／比較政治史 ２ 

(Comparative Political History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの天皇制 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

“明治憲法下の天皇”と“新憲法下の天皇”について、「断絶」と「連続」の両側面から検討し、日本近現代史のなかの天皇制とは

何であったのかを明らかにしていく。 

 

The course will examine the emperor under the Meiji Constitution and under the new Constitution from the standpoints of both 

disruption and continuity, and will clarify what the Emperor system was in modern and contemporary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治憲法体制の概要をおさえた上で、昭和初期からアジア太平洋戦争へ突入し敗戦に至る過程、そして敗戦後、戦後復興し「経

済大国」となっていく過程を通史的に紹介していく。主に、戦前・戦後の昭和天皇の動向に着目するが、各政治勢力との関係にも

目を配りながら、近代天皇制から象徴天皇制への道程を明らかにしていく。そのほかイギリスの立憲君主制との比較も行う。な

お、映像資料を適宜用いることで、授業内容への理解を深められるようにする。 

 

Having provided an overview of the Meiji Constitution system, the course will introduce the process leading from the early 

Showa period to entry and defeat in the Asia-Pacific War, and the subsequent process of post-war revival and transformation 

into a major economic power. The course will mainly focus on the actions of Emperor Showa before and after the war. It will 

also clarify the path from the modern Emperor system to the symbolic Emperor system, paying close attention to relationships 

with various political forces. Comparisons will also be made with the British constitutional monarchy. Using video materials as 

appropriate, the course will enable students to deepen their understanding of class content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 明治憲法体制概説 

3. 昭和初期の政党政治と軍部 

4. 満州事変と国際連盟脱退 

5. 天皇機関説事件と２・２６事件 

6. 日中戦争の始まり 

7. 日独伊三国同盟 

8. アジア太平洋戦争の開戦 

9. ポツダム宣言の受諾 

10. 敗戦後の天皇制の危機 

11. 東京裁判と戦争責任問題 

12. 象徴天皇制の成立 

13. 日米安保体制の成立 

14. 高度経済成長と象徴天皇制 

 

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

昭和史の流れについては、事前に予習しておくことが望ましい（例えば、古川隆久『昭和史』ちくま新書、2016 年を参照）。授業後

はレジュメをよくみなおし、復習を欠かさないこと。またレポート作成のためにも、関連の文献や論文を読み込むこと。レポートの

課題、および作成方法については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

課題（コメントペーパーに書く内容）は、各授業時に提示する。出席は毎回とる（4 回以上欠席した場合は、成績評価の対象としな

い）。欠席する場合は、必ず担当教員に連絡すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。毎回プリントを配布して、授業を進める。 
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参考文献（Readings） 

1. 古川隆久・森暢平・茶谷誠一編、2015、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館 

2. 山田朗、2017、『昭和天皇の戦争』、岩波書店 

3. 君塚直隆、2018、『立憲君主制の現在』、新潮選書 

その他は、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC407／地理学概説 １ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地理と環境 

担当者名 

（Instructor） 
執行 一利(SHIGYOU KAZUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地表面の現象について研究する地理学の基礎的な考え方を学ぶ。事物や現象の地域性、地域差をどうとらえるか、という視点を

養うことを目標としたい。 

 

Students will learn the fundamental ideas of geography to research phenomena on the surface of the ground. The goal of the 

course is to cultivate perspectives on the regionality of events and phenomena, and how to understand regional differences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では人々が住む場所や空間を地理学の観点から考察する方法を検討する。人間が自然に働きかけて作り出したモノ（文化）

には、目に見えるものもあれば、見えないものもある。ここでは目に見える分かりやすい具体的な指標として、村落景観を取り上

げる。村の風景からその背景にある気候や自然環境、歴史や風土、宗教、人々の暮らしのあり方を読み解いて、その地域の文化

を体系的に理解する方法論を提示したい。また、人々の生活には環境が大きな影響を与えていることも指摘する。具体的な地域

としては、日本と南アジアを取り上げる予定。 

 

This class will examine methods for considering the places and spaces in which people live, from the perspective of geography. 

The things created through the natural workings of human beings – i.e., culture – include the visible and the invisible. Here, 

village landscapes will be taken up as a specific index that is visible and easy to understand. The course will present a 

methodology for systematically understanding the culture of regions by interpreting the climate, natural environment, history, 

natural features, religion, and people's way of living that underlie the village landscapes. The class will also point out that the 

environment has major impacts on people's lives. It will take up Japan and South Asia as specific regions of study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 地理学の対象 

3. 人間の文化と地理学 

4. 景観と環境 

5. 地域研究と村落社会 

6. 日本の村落景観 

7. 日本の村落景観 

8. 日本の村落景観 

9. 日本の村落景観 

10. 日本の村落景観 

11. スリランカの村落景観 

12. スリランカの村落景観 

13. スリランカの村落景観 

14. スリランカの村落景観 

 

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

普段から景観と環境に関心を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(30%)/出席および受講態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適時紹介する。 



 - 407 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では、映像資料や地図などを適宜利用する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC408／地理学概説 ２ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代の空間評価の作法 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「世界」の把握を目指して創られた地理学と文化人類学のまなざしを、時代を支えた思考や技術とともに捉えることで、近現代の

空間評価の概念と技法について理解を深める。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文学

的態度を養う。 

 

 By understanding the geographical and cultural anthropological view created with the aim of understanding the “world,” 

together with the ideas and technologies that supported eras, students will deepen their understanding of the concepts and 

techniques of spatial evaluation of modern and contemporary times. Develop the humanistic attitude that you can overcome 

something while respecting it rather than resigning yourself to the current situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 空間や場所を分節して人間の諸活動と関係づける学問的営為を、科学史の潮流を踏まえながら解説する。前半は、地理的発

見に依拠した「地域」「文化」等の基本的枠組みの成立・普及・変遷を捉える。後半は、普遍化を求めた近現代の空間評価と統御

についての代表的な理解を回遊して、存在やまなざしの様式と現在性を踏まえながら考察する。 

 

 The course will explain academic efforts that articulate spaces and places to associate these with the activities of humans, 

drawing on the currents of the history of science. The first half of the course will grasp the formation, diffusion, and transitions 

of basic frameworks such as "region" and "culture," grounded in geographic discoveries. The second half of the course will 

engage in a representative tour of the control and spatial evaluation of the contemporary and modern age that sought 

universalization, and will consider these based on the presentness and form of existence and views. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義のねらい 

2. 地図と世界観（コスモロジー） 

3. 地理の黎明１：自然・景観・地域 

4. 地理の黎明２：人種・民族・社会 

5. 文化の多様性１：通時的理解 

6. 文化の多様性２：共時的理解 

7. インタールード：世界の把握 

8. 近代の技法１：個人と空間 

9. 近代の技法２：風景と人間 

10. 空間と構造１：計量主義と立地論 

11. 空間と構造２：エスノサイエンス 

12. グローバリズムと感性の統御 

13. インタールード：空間と存在の現在性 

14. まとめ：質疑と応答 

 

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

 「学び」は他人が課す作業ではない。授業外学習（予習や復習）は、講義内容の理解のために、自らの不足を自覚して補う学生

の営みであろう。そこで生じた新たな疑問や関心についての研鑽が発展的学習になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 〈授業前半分のテスト〉(40%)/最終テスト 〈授業後半分のテスト〉(40%)/２つのテスト 〈中間・最終〉 に付随する課題

(20%) 

質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）は、その内容を吟味して加算点として考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読の上で履修すること。 

授業は講義形式、スライドや映像等の視聴覚資料を適宜利用する。 

受講者への連絡（テスト日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC409／地誌学 １ 

(Regional Geography 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、自然環境と人文事象が関わって形成された地域の記述を考察する。まず、地誌学における重要な概念や地域の分析

方法を講義する。次に、日本（主に関東地方・東北地方）の各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説す

る。 

 

This class will consider descriptions of the areas formed through the relationship between the natural environment and human 

phenomena. First, the course will hold lectures on methods of analyzing important concepts and regions in regional geography. 

Next, using regions in Japan (mainly in the Kanto Tohoku regions) as examples, the course will take up and describe themes 

that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 地域の概念、地域区分 

3. 地域分析と地図表現 

4. 日本列島の位置と領域 

5. 日本の自然環境 

6. 日本の地誌（１）：農業と地域文化 

7. 日本の地誌（２）：産業地域の形成とその集積 

8. 日本の地誌（３）： 社会と人口構造の変化 

9. 日本の地誌（４）： 交通体系の変化と地域変容 

10. 日本の地誌（５）： 都市と中心地 

11. 日本の地誌（６）： 都市の変容 

12. 日本の地誌（７）： 観光とグローバル化 

13. 日本の地誌（８）：生活・文化 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。興味を持った地域に出かけ、自分で観察することも大いに勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内のリアクションペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野和彦・元木弘悌・立川和平編、2017、『日本をまなぶ 東日本編（東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 2） 』、古今書院 

(ISBN:9784772253017) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。 
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注意事項（Notice） 
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■AC410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC410／地誌学 ２ 

(Regional Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、世界各地の環境や生活を紹介し、自然環境と人文事象の要素を考察する。まず、世界の地域構造を概説し、次にアジ

アからヨーロッパにかけての各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説する。 

 

This class will introduce the environment and lifestyles in regions around the world, and consider the elements of the natural 

environment and human phenomena. First, it will provide an overview of the regional structure of the world, and then, using 

regions from Asia to Europe as examples, will take up and describe themes that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 世界を理解するためのアプローチ 

3. 世界の地域区分 

4. ユーラシア大陸の位置づけ 

5. ユーラシア大陸の自然環境 

6. ユーラシア大陸の国家とその特色 

7. アジアの地誌（１）：東アジアの経済と文化圏 

8. アジアの地誌（２）：東南アジアの生態 

9. アジアの地誌（３）：南アジアの産業 

10. アジアの地誌（４）西アジアの宗教 

11. ヨーロッパの地誌（１）：自然環境と文化 

12. ヨーロッパの地誌（２）： EUの変遷 

13. ヨーロッパの地誌（３）：東ヨーロッパの変容 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。興味を持った地域に出かけ、自分で観察することも大いに勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内のリアクションペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子、2010、『ヨーロッパ学への招待ー地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』、学文社 

(ISBN:978-4-7620-2410-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

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

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 
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2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In learning outline of the history of Japan (pre-modern history), we will gain the basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era, we will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters, research trends. As necessary, ways to examine historical sources or to 

search for literature will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

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

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/毎回のリアクションペーパー(15%)/授業内に指示した提出物(10%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDP を通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

GDP って何？ 

2. 三面等価の原則 

GDP と GNPの違いについて 

3. 名目 GDP と実質 GDP はどこが違うの？ 

GDPデフレータと計算 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. GDPの短期的変動：景気循環について 

7. 日本銀行が行う景気対策 

8. 物価と失業率の関係 

ニートをどう捉えるか？ 

9. GDPの長期的変動：経済成長 

10. 日本の経済成長の要因 

11. アジア諸国の経済成長：日本との比較から 

12. 何故豊かになれない国があるの？ 

13. 経済成長のまとめ 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/課題提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 
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4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. 国家と政治体制について 

3. 政治体制の転換とその背景 

4. 民主主義、自由主義、自由民主主義 

5. 非自由民主主義体制の類型 

6. 日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前と戦後の断絶と連続 

7. （２）一党優位政党制の時代 

8. （３）1990 年以降の政治 

9. 政治と経済：貿易と貿易政策 

10. （１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. グローバリゼーションの中の日本 

14. まとめと最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

テキストは使用しません。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ハイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 437 - 

注意事項（Notice） 
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■AC790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC791 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

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

 

 

  



 - 442 - 

■AC792 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC793 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 栄莉（HASHIMOTO ERI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC794 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC795 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC796 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC797 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC798 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 455 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 456 - 

■AE011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ａ 

(Introductory Seminars J1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
佐古 仁志(SAKO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 457 - 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｂ 

(Introductory Seminars J1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 459 - 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｃ 

(Introductory Seminars J1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 461 - 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｄ 

(Introductory Seminars J1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 茂(OKURA SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

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

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 463 - 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ａ 

(Introductory Seminars J2a) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｂ 

(Introductory Seminars J2b) 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 由美(KOTANI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｃ 

(Introductory Seminars J2c) 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｄ 

(Introductory Seminars J2d) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 舞(TAKAHASHI MAI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

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

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育学 

(Pedagogy) 

担当者名 

（Instructor） 
山名 淳(YAMANA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れ

てきたかについて学ぶ。これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解することで、これからの

教育のありようを考えたい。 

 

Students will learn about the fundamental concepts of education and about what constitutes an educational philosophy. 

Students will also learn about how these concepts and philosophies of education have appeared in educational history and 

thoughts. The class aims to help students consider the future of education based on an understanding of how education and 

schooling have been conceived and changed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）教育（学）の基本的な概念を理解し、近代教育がいかに成立したのかを、日本と諸外国を比較しながら学ぶ。（2）欧米の近代

教育思想を学ぶ。（3）現代の教育問題とこれまで学んできた理念や思想を接続し、現代社会における教育課題を歴史的な視点

から考える。 

 

(1) Students will understand the basic concepts of education (and pedagogy), and learn how modern education systems were 

established while comparing Japan with other countries. (2) Students will learn about modern educational thought in Western 

countries. (3) Students will connect issues in contemporary education to philosophies and thought they have learned up until 

now, and think about educational issues in contemporary society from a historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「いじめ」をなくすことは可能か？  

2. 「学校」とは何か？：「脱学校論」から考える 

3. 家庭（家族）による教育と社会による教育：近代教育はいかに成立したか 

4. 日本の近代教育の歴史（1）明治期の人々はいかに「学校」に行くようになったか？ 

5. 日本の近代教育の歴史（2）「教科書」の成立に着目して 

6. 欧米の近代教育思想（1）コメニウス 

7. 欧米の近代教育思想（2）ルソー  

8. 欧米の近代教育思想（3）ペスタロッチとヘルバルト 

9. 欧米の近代教育思想（4）デューイと新教育  

10. 教育学の重要概念（1）「主体性」、教えることと学ぶこと、など 

11. 教育学の重要概念（2）「子ども」など 

12. 現代社会における教育課題（1）メディアの発達に伴う学習の変容 

13. 現代社会における教育課題（2）人工知能の発達と教育 

14. 現代社会における教育課題（3）震災と教育 

 

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

授業時に配付する資料および授業時に提示する参考文献に従って、本授業の内容を深く理解するための予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回のリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井康雄編、2009 年、『教育思想史』、有斐閣 (ISBN:4641123845) 

その他の参考文献については、授業時に提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・より具体的な授業計画は初回の授業で示す。 

・受講者の状況を見て若干順序を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育心理学 １ 

(Psychology in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための発達と学習の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がいを持つ子ども達を含む、幼児・児童・生徒の発達と学習の過程について、その心理学的特性を理解し、学齢期を中心とし

た子どもたちの発達と学習の支援のあり方について学ぶ。 

 

Students will learn about the development and learning processes of infants, pupils, and students, including children with 

disabilities.They will understand the relevant psychological characteristics, and learn how to support development and learning 

focused on children of school age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいを持つ子どもたちを含む、子ども理解に必要とされる心理学的知識を学び、子どもたちの発達を支援する教育のあり方に

ついて検討する。子どもの学習と発達を支援する上で教育に求められるものが何であるのか、教育職員に求められる基本的な

認識を身につける。受講生の自らの学校教育経験を通して培われた常識的教育観を問い直すことで、子どもとその指導者の役

割について理解を深める。 

 

Students will acquire the necessary psychological knowledge for understanding children, including those with disabilities, and 

examine educational methods for supporting children’s development. Students will become knowledgeable of what is needed in 

education to support children’s learning and development, and develop the basic awareness necessary for teachers. Students 

will reconsider the common sense they have developed through their own school education experiences and gain a deeper 

understanding of children and the role of the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育に対する心理学的アプローチ 

2. 子どもの理解と支援（1） 

3. 子どもの理解と支援（2） 

4. 子どもの理解と支援（3） 

5. 子どもの理解と支援（4） 

6. 障がいを持つ子の理解と支援（1） 

7. 障がいを持つ子の理解と支援（2） 

8. 障がいを持つ子の理解と支援（3） 

9. 障がいを持つ子の理解と支援（4） 

10. 教授学習過程の心理学（1） 

11. 教授学習過程の心理学（2） 

12. 教授学習過程の心理学（3） 

13. 教授学習過程の心理学（4） 

14. 試験 

 

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

授業内、あるいは Blackboard 上で参考資料が紹介されることがある。これらはもちろんのこと、授業内容に関連する文献を自分

で調べることが望まれる。講義内容について他の履修者と議論を深めるとよいだろう。講義内で議論される事例は拙著に詳述さ

れていることが多い。特に拙著「子どもたちは教室で何を学ぶのか」（東京大学出版会）を読んでおくと理解が深まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育社会学 １ 

(Sociology in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の学校教育に関する社会的、制度的事柄の基礎と現代的課題について、社会学的観点から理解できるようになることをめ

ざす 

 

Students will aim to be able to understand the social and systematic basics of contemporary education and contemporary 

issues from a sociological perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）西欧と日本における近代公教育制度の成立過程を概説し、近代化論、学校論、子ども論について基礎的な考え方を理解でき

るようにし、２）教育制度と現代社会との関係について多様な問題状況をふまえ、教育と不平等論、学歴社会論などの現代的課

題に向き合う社会学的な視点の有効性を論じる。 

 

1) Students will learn how the modern education systems in Japan and Western countries have been developed, and be able to 

understand ways of thinking about theories of modernization, schools and children. 2) Based on the diverse issues about the 

relation between education systems and contemporary society, students will discuss the effectiveness of considering 

sociological perspectives on education and inequality, and education-conscious societies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育社会学とは何か－教育学と教育科学 

2. 近代公教育の成立－産業革命時代におけるベル・ランカスター法の成立 

3. 近代公教育の成立－英仏における義務教育制度成立の背景 

4. 近代学校論－フーコー「監獄の誕生」を中心として 

5. 近代子ども論－アリエス「子どもの誕生」を中心として 

6. 近代日本における義務教育制度の成立－身体の近代化 

7. 近代日本における義務教育制度の成立－学校化社会の成立 

8. 教育と不平等－構造の平等と配分の平等 

9. 教育と不平等－機会の平等と結果の平等 

10. 1960 年代アメリカにおける教育制度改革 

11. アファーマティブ・アクション問題 

12. 現代日本における教育問題－文化的再生産論の視点から 

13. 現代日本における教育問題－教育機会と経済問題・地域問題の視点から 

14. 現代日本における教育問題－学校安全と学校・地域・家庭の連携の視点から 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/ワークシート（初回配布。毎回記入（手書き）。学期中複数回提出、評価を受けること）(50%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育史 １ 

(History of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の中から教育が見える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の教育状況が、近代日本の歴史的な展開の上に成り立っていることを理解し、教育を歴史的に考える見方や方法を学習す

る。 

 

Students will understand that the state of contemporary education today was built on the foundation of modern Japan’s 

historical development, and learn methods and viewpoint for examining education historically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

暗記する歴史ではなく、考える歴史を目指したい。 

政治や経済の影響を受けながら、教育は独自の領域を歴史に刻んでいる。近代社会における教育の役割と機能を明らかにしつ

つ，歴史的な方法によって戦後 74 年目を迎えた「教育の現在」を発見する試みを行っていく。 

そのためにも、教育理念と学校制度の展開のうえに教育改革を位置づけながら、、「近代学校」の成立とその批判的展開、教育

勅語や戦争と教育とのありようについては、受講者とも共同で考えていきたい。 

日本の近代教育の通史的な理解を深めるため、本講義では、以下のテーマを取り上げる予定でいる。 

 

This course encourages students not to merely memorize history, but to think about it carefully. 

Education has been inscribed in history as a field in its own right, although it is influenced by politics and economics. Students 

will understand the role and function of education in modern society, and through historical methods, try to discover “education 

today” 74 years after the end of the Second World War. 

For that purpose, while placing educational reforms in the context of the educational philosophy and school systems, students 

will consider the establishment and critical development of “modern” schools, the Imperial Rescript on Education, and the 

nature of war and education. 

In order to give students an overview of modern Japanese education, this course plans to cover the following topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近世の庶民教育－特に文字学習に注目して 

3. 近世の教育機関－手習い塾と私塾 

4. 明治初年の教育―近代化への始動 

5. 教育理念の歴史（1）―画期としての教育勅語発布 

6. 教育理念の歴史（2）―国民統合と「知」の再配分 

7. 学校制度の歴史（1）―初代文部大臣・森有礼の役割 

8. 学校制度の歴史（2）―南北朝正閏問題の意味 

9. 近代学校の成立とその批判的展開（1）―教育実践の定型化 

10. 近代学校の成立とその批判的展開（2）―大正自由教育 

11. 鈴木源輔という教師の歩み―自由教育実践から錬成教育へ 

12. 総力戦体制と教育―国民学校の誕生と学童疎開 

13. 敗戦と教育 ―戦争孤児の戦後史 

14. まとめと戦後教育への展望 

 

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

参考文献での予習および授業時に配布するプリントの復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 片桐芳雄・木村元編著、2010、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1698-9) 

2. 平田諭治編著、2019、『日本教育史』、ミネルブァ書房 (ISBN:978-4-623-08451-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育哲学 １ 

(Philosophy in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育哲学の概論的な講義を行います。哲学と倫理学の基本概念を理解しながら、それと教育の問題とを関係させて、教育とは何

か、どうあるべきかについて考察を深めることを目的とします。 

 

This course provides a general outline of educational philosophy. While examining the basic concepts of philosophy and ethics, 

this course will connect these to issues in education to help students have a greater sense of what education is and how it 

should be implemented. 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学と倫理学の基礎概念と基礎理論について概説しながら、その考えを教育に応用して、「人間にとって根源的には教育とは何

か、どのような意味があるのか」という問いと「現代社会における政治・経済・市民生活の中で教育をどう位置づけるのか」という

問いについて考えてゆきます。講義とグループ・ディスカッション、クラス・ディスカッションを併用して進めていきます。これまでの

自分の常識を疑う態度を身につけてください。 

 

While introducing the basic concepts in philosophy and ethics, these thoughts will be applied to education. Students will 

consider questions such as “What about education is fundamental to people and what kind of meaning does it have?” Students 

will consider how education is positioned among politics, economics, and civic life in modern society. Class will involve lecture, 

small-group discussions, and larger class discussions. Students will be encouraged to develop a healthy skepticism toward what 

they have regarded as common sense until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義の内容と進め方、評価の仕方） 

哲学とは何か？：科学とはどう違うのか？宗教とはどう違うのか？ 

2. 哲学と教育：教育に哲学はなぜ必要なのか？ 

3. 人生の目的とは何か？それに教育は必要か？：知、善、幸福、美、職業、福祉、シチズンシップ 

4. 教育の目的とは何か？：知識、職業、福祉、政治、どれに優先順位を置くべきか？ 

5. 知識とは何か？：真理、科学、技術、哲学 

6. 知識と教育：真理を教えられないとすれば、教育とは何をするものなのか？ 

7. 平等とは何か？：倫理学の基礎、現在の正義論、ケアとケイパビリティ、機会の平等と実質的平等 

8. 教育と平等：何を平等にすれば、教育は平等になるのか？ 

9. 権利とは何か？：人権とは何か？人権の歴史、近代国家と権利、国連人権宣言、子どもの権利 

10. 教育を受ける権利、教育による権利の侵害：子どもに実際には教育を受けることを強制しておきながら、それに失敗した場

合には誰が責任を取るのか？ 

11. 国家とは何か？：近代国家、契約説、共和主義と自由主義、多文化主義、リベラリズムとリバタリアニズム 

12. 国家は教育内容に関与してよいのか？：国家と親の権利、市場と教育、子どもの自律性 

13. 子どもの自由はどこまで認められるべきか？：自由とは何か？、権威主義とリベラリズム、シチズンシップ、教育の倫理 

14. まとめと全体のふりかえり 

 

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

ブラックボードを利用して資料を提示することがありますので、事前に読んでおくことが必要条件です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義内提出物（５回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2011、『道徳を問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

2. 河野哲也、2018、『自分で考え 自分で話せる：こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義と視聴覚教材を使い、ディスカッションと筆記など自分で考え、表現することを大切にします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１ 

(Seminars in Education J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育臨床社会学の基本的な考え方を身につけること 

（2）受講生同士の研究関心をシェアしながら深める 

 

(1) Students will learn the basic concept of clinical sociology of education. 

(2) Students will deepen their interest through sharing them with one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育臨床社会学は、教育の現場の問題に寄り添い、問題解決に資することをめざしアクチュアルに研究を進める領域であると同

時に、問題の構造、背景などについて冷静・客観的に分析し、問題の当事者目線を相対化する感覚も必要な領域である。相互行

為分析はその中心的役割を果たすもので、分析の立体化のために演劇的手法によるアクティビティも随時用いることにしたい。

春学期は社会学や教育哲学、応用演劇等の幅広い領域の理論及び方法に関する文献を読み進めつつ、受講生の個別具体的

な問題関心を耕し、相互に問題関心にコメントしあう作業を中心に議論を積み重ねていくことにしたい。 

 

Clinical sociology of education is a field of research that examines issues at places of education, aims to contribute to problem 

solving, and promotes practical research.At the same time, it is a field that carries out objective analysis of the structures and 

backgrounds, etc., of issues and requires an awareness of how these issues are relevant to stakeholders. Interaction analysis 

plays a central role in this field, and role-playing activities will be used when required. In the spring semester, while reading 

literature related to theories and methods related to a wide range of fields such as sociology, educational philosophy and applied 

drama, etc., students will cultivate individual interest in specific issues and debate these issues focusing on tasks where they 

exchange comments on these issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよび自己紹介＆個々の問題関心のシェア 

2. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

3. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

4. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

5. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

6. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

7. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

8. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

9. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

10. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

11. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

12. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

13. 研究テーマ設定に向けたブレスト（1） 

14. 研究テーマ設定に向けたブレスト（2） 

 

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

文献はあらかじめ読んでから演習に参加すること。演習ではディスカッションを大切にしたいと考えている。何らかの形でオンライ

ン上に意見交換できるコミュニティスペースを開設し予習・復習に役立ててもらえればと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講生相互のコメント(25%)/文献講読に関わるディスカッション参加度(25%)/個別の研究関心の発表(25%)/ゼミ研究テーマに関わ

るディスカッション貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献リストに掲げた文献を軸に、必要に応じて関連論文等を紹介する方式とする 
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参考文献（Readings） 

1. アウグスト・ボアール、1984、『被抑圧者の演劇』、晶文社 

2. 上田薫、1990、『人間のための教育』、国土社 

3. 串田秀也＆好井裕明、2010、『エスノメソドロジーを学ぶ人のために』、世界思想社 

4. パウロ・フレイレ、2018、『被抑圧者の教育学（50 周年記念版）』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）演習運営上の基本的なスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）。ポジティブなかかわり方を

参加受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

（2）文献は社会学、教育哲学、応用演劇学等多岐にわたる。大きな問題意識を育てつつ、個別具体的な研究テーマに取り組んで

もらえたら幸いである。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ２ 

(Seminars in Education J2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学の展開 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）社会学的な相互行為データ分析を踏まえた共同発表ないしは共同制作を行う 

（2）卒業論文執筆も視野にいれつつ、ゼミ論文（12,000 字）を執筆する 

 

(1) Students will carry out group presentations or other collaborations based on sociological and interactive data. 

(2) Students will write a seminar thesis (12,000 characters) while also considering their upcoming graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期にシェアした基本的知識や互いの問題関心を踏まえ、共同研究（制作）を行うべく、個別の問題関心との往復作業を繰り

返しつつ成果発表に向けた作業を進めていく。受講生それぞれが、自分なりにゼミに貢献できることはなにかを見いだせるよう、

支援したい。なお成果発表の形式は個人発表としてはゼミ論文を宛て、共同発表としては応用演劇等の手法も視野にいれつつ、

参加受講生とともに可能性を探っていきたい。 

 

Based on basic knowledge shared in the spring semester and students’ interest in problems, students will work toward 

conducting joint research (collaboration), and presenting their results while repeatedly examining individual problems of interest. 

The class will support students as each of them finds his/her own way to contribute to the seminar. Also, for the format of the 

presentations on results, the seminar theses will be regarded as individual presentations, and the group presentations will give 

students an opportunity to explore possibilities by incorporating applied roleplaying activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（1） 

2. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（2） 

3. 研究発表の方法および研究の宛先をめぐるブレーンストーミング 

4. 個別発表（1） 

5. 個別発表（2） 

6. 個別発表（3） 

7. 個別発表（4） 

8. 個別発表（5） 

9. 個別発表（6） 

10. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 1） 

11. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 2） 

12. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 3） 

13. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 4） 

14. 成果発表の予定 

 

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

共同研究のためのグループワークが必須となる。自分なりに共同研究に貢献できることが何かを常に意識するべくリフレクション

を重ねていってほしい。授業時間外にも共同研究やゼミ論執筆のための面談指導等も予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/共同研究への貢献度(60%) 

各自 12000 字のゼミ論文をもって最終レポートとする 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて指示する 

 

参考文献（Readings） 

研究の展開に応じて必要な文献をシェアしていく 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習運営上の基本的なスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）ポジティブなかかわり方を参加

受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ３ 

(Seminars in Education J3) 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①人間を成長させる（変えさせる）さまざまな営みに気づき、教育を広い視野からとらえ考えられるようになる。 

②調査や発表や議論に慣れ、その方法や仕方に習熟する。 

 

1) Students will consider the various ways that people are encouraged to grow, and look at education from a broad perspective. 

2) Students will become familiar with research, presentation and debate, and acquire proficiency in these methods and 

approaches. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育という言葉で思い浮かべる「教育＝学校教育（的なもの）」というイメージや固定観念を問い直し、社会のなかで学ぶ、社会

を通して学ぶという形で行われ成立している教育的営為について探究する。 

 文献を読み、それをもとにした報告と討議を行いながら、社会や人間について理解を深める作業を行う。また体験することと他

者の経験に学ぶことを重視するという観点から、各自の問題関心にそった簡単なスピーチとそれをめぐる意見交換を毎回取り入

れる。 

 

 Students will reconsider the fixed notion that “education means school education”, and will study the educational activity that 

is practiced and established by learning in a societal context and learning via society. 

 Students will deepen their understanding of people and society through reading literature, making reports and discussion. And, 

from the perspective of learning through own experiences and other people’s, each student will give a simple speech on an issue 

of interest. Students will also exchange opinions on the topic each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献の講読および報告と討議 

3. 文献の講読および報告と討議 

4. 文献の講読および報告と討議 

5. 文献の講読および報告と討議 

6. 文献の講読および報告と討議 

7. 文献の講読および報告と討議 

8. 文献の講読および報告と討議 

9. 文献の講読および報告と討議 

10. 文献の講読および報告と討議 

11. 文献の講読および報告と討議 

12. 文献の講読および報告と討議 

13. 各自の関心のある研究テーマと構想の発表と討論 

14. まとめ 

 

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

 文献は必ず読み、それについての自分の考えをもって授業に臨むこと。担当にあたった者は、十分な準備をしたうえで報告し、

討議の論点を提示できるよう用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告(30%)/討議への取組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 丸山英樹・太田美幸編、2013、『ノンフォーマル教育の可能性ーリアルな生活に根ざす教育へー』、新評論 (ISBN:978-4-

7948-0960-5) 

 

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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■AE104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ４ 

(Seminars in Education J4) 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 研究し論文にまとめるための方法に習熟し問題意識を磨く。期末にゼミ論文（12,000 字）を提出する。 

 

 Students will master methods of organizing the research into a paper, and raise their awareness of issues. Students will turn in 

a seminar theses (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教育という言葉で思い浮かべる「教育＝学校教育（的なもの）」というイメージや固定観念を問い直し、社会のなかで学ぶ、社会

を通して学ぶという形で行われ成立している教育的営為について探究する。 

 各自の研究報告を中心に進める。研究テーマを絞り、十分な調査や考察のもとに研究報告を行う。それぞれの報告について議

論を交わし、報告者に適切な助言やヒントを提供する。 

 

Students will reconsider the fixed notion that “education means school education”, and will study the educational activity that is 

practiced and established by learning in a societal context and learning via society. 

Classes will progress mainly on each student’s presentation on their research. Students will narrow down the subject of their 

research and write a report based on sufficient survey and discussion. Students will have discussions regarding their respective 

reports, and provide appropriate advice and hints to each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 個人研究発表 

5. 個人研究発表 

6. 個人研究発表 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. ゼミ論文の執筆について 

 

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

 研究発表のために授業時間外の調査や学習は不可欠である。労力を惜しまず努めること。ゼミ論文の執筆については個別の

面談に応じるので、積極的に利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表(30%)/議論への取組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ５ 

(Seminars in Education J5) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA 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） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学は，多様な国・地域の教育を比較し関係を考察することを通じて教育について究明し普遍的な示唆を得ることを目指

している。そうした研究分野の近年の研究書のなかから，今年度は，なるべく広範な国や地域にまたがる内容の文献にふれた

い。 

 

In comparative education, students will investigate education by comparing education in various countries and regions and 

examining how they relate to one another. Students should gain a sense of the universal aspects of education. In this academic 

year, students will become familiar with current literature from a wide range of countries and regions taken from the recent 

research texts available in that field of research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当者は，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，全員で内容を確認していく。履修者数によって，毎週の担当を一人ずつとするか，班ごととするかが決まる。精読

を優先し、ディスカッションは文献理解を助ける手段と考えている。 

最初の文献は，Jeremy Rappleye 著, Exploring cross‐national attraction in education : some historical comparisons of American 
and Chinese attraction to Japanese education（Oxford）を予定している。アメリカ，中国，日本に異なる仕方で焦点をあてているこ
の文献を入口として，教育という営みへの普遍的な示唆や，日本の教育や社会の理解へと発展させたいと考えている。文献講読

という地道な作業を，グローバルな関心をもって進めていきたい。 

 

Students will have literature readings in seminar. 

The discussion leader for each class meeting will, along with summarizing concepts from the literature, carry out a development 

survey in advance based on the contents of the reading, and report the results during class hours. All class members will 

confirm their understanding of the contents based on the report. The number of the students each week will determine whether 

the reporting will be done by a discussion leader or by each group. The class prioritizes intensive reading. Discussions are 

considered as a method for better understanding of the literature. 

The first reading planned for the class will be Jeremy Rappleye’s Exploring cross‐national attraction in education: some 

historical comparisons of American and Chinese attraction to Japanese education (Oxford). With this literature focusing on 

different approaches in mainly the United States, China, and Japan as an introduction, students will get deeper understanding of 

the idea of education as universal, as well as Japanese education and society. Students will continue the literature readings 

with a sense of interest in the world. 

 

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. 総括 

 

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

全員が毎回テキストの輪読予定個所を読み込むんでくることを前提とする。毎週そのために各自が一定時間をさくことが求めら

れる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の準備と報告に対する評価(30%)/担当時以外の授業への参加(30%)/中間および最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jeremy Rappleye、2007、『Exploring cross‐national attraction in education』、Symposium Books (ISBN:978-1-873927-16-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ６ 

(Seminars in Education J6) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学は，多様な国・地域の教育を比較し関係を考察することを通じて教育について究明し普遍的な示唆を得ることを目指

している。そうした研究分野の近年の研究書のなかから，後期は東南アジアを対象に，なるべく広範な国や地域にまたがる内容

の文献にふれたい。期末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

In comparative education, students will investigate education by comparing education in various countries and regions and 

examining how they relate to one another. Students should gain a sense of the universal aspects of education. During the 

second half of the class, students will become familiar with the current literature applicable to Southeast Asia, taken from 

recent research texts in that research field. Students will turn in a report (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当者は，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，全員で内容を確認していく。履修者数によって，毎週の担当を一人ずつとするか，班ごととするかが決まる。精読

を優先し，ディスカッションは文献理解を助ける手段と考えている。 

履修者の関心や背景を生かせるよう柔軟に対応したいが，最初の文献としてベネディクト・アンダーソン著『三つの旗のもとに』

（NTT出版）をまず考えている。時間の許す範囲で，さらに追加したい。前期と同様，入門書・概説書ではなく，手応えのある研究

書・論文を共同で読むことを演習の主眼とする。文献講読という地道な作業を，グローバルな関心をもって進めていきたい。 

 

Students will have literature readings in seminar. 

The discussion leader for each class meeting will, along with summarizing concepts from the literature, carry out a development 

survey in advance based on the contents of the reading, and report the results during class hours. All class members will 

confirm their understanding of the contents based on the report. The number of the students each week will determine whether 

the reporting will be done by a discussion leader or by each group. The class prioritizes intensive reading. Discussions are 

considered as a method for better understanding of the literature. 

The class will be taught with a sense of flexibility to make use of students’ interest and backgrounds. The first reading will be 

Benedict Anderson’s “Under Three Flags” (NTT press). More readings will be added as the time allows. Just as in the first term, 

students will mainly learn by reading research papers and theses together, rather than writings for introductions or overviews. 

Students will continue the literature readings with a sense of interest in the world. 

 

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. 総括 

 

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

全員が毎回テキストの輪読予定個所を読み込むんでくることを前提とする。毎週そのために各自が一定時間をさくことが求めら

れる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の準備と報告に対する評価(30%)/担当時以外の授業への参加(30%)/中間および最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ７ 

(Seminars in Education J7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に学校における教育事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作成の

ための文章表現を学びます。 

 

Students will learn methods for considering phenomenon of education related mainly to schools from a perspective of Historical 

Sociology. At the same time, they will learn writing skills in order to learn presentation manners and writing good papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。学校にかかわる教育事象について，歴史社会学（場合によって

は文化史，心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読し、議論します。併せて，レポート作成のための文章

表現の指導も行います。 

 

Class activities will mostly focus on reading, debating, and writing. Students will read literature and discuss in order to consider 

the phenomenon of education related to schools from a perspective of Historical Sociology (including cultural history, 

psychological history, and social history in some cases). At the same time, they will learn writing skills in order to compose 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史社会学的視点の説明・検討予定文献の紹介 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 文献講読と討論 

8. 情報検索の方法 

9. 学術的な文章の作法 

10. 文献講読と討論 

11. 文献講読と討論 

12. 文献講読と討論 

13. ゼミレポート構想発表と討論 

14. ゼミレポート構想発表と討論 

 

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

毎回、検討予定の文献および関連資料等の読解を行った上で、読書ノート・論点メモを作成し、積極的に討論に参加できるよう準

備してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/読書ノート及び論点メモ(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。検討対象の文献は、その都度指示します。 

 

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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■AE108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ８ 

(Seminars in Education J8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育にかかわるさまざまな事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作

成のための文章表現を学びます。期末にレポート（12,000 字以上）を提出します。 

 

Students will learn methods for considering the various phenomena of education at schools from a perspective of Historical 

Sociology. At the same time, they will learn writing skills in order to learn presentation manners and writing good papers. 

Students will turn in a report (at least 12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。ある教育事象について，歴史社会学（場合によっては文化史，

心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読します。その上で，史資料収集の方法を学び，実践します。併

せて，論文作成のための文章表現の指導も行います。 

 

Class activities will mostly focus on reading, debating, and writing. Students will read literature and discuss in order to consider 

the educational phenomenon from a perspective of Historical Sociology (including cultural history, psychological history, and 

social history in some cases). Furthermore, students will learn and apply methods of collecting historical documents. At the 

same time, they will learn writing skills in order to compose papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史社会学の研究方法 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 文献講読と討論 

8. 史料収集の方法論 

9. 文献講読と討論 

10. 文献講読と討論 

11. 文献講読と討論 

12. ゼミ論構想発表と討論 

13. ゼミ論構想発表と討論 

14. 演習のまとめと卒論執筆に向けて 

 

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

指定文献および関連資料等の読解と読書ノート・論点メモの作成。 

ゼミ論に向けての史資料収集と読解、ゼミ論執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/読書ノートおよび論点メモ(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。参考文献ともに、その都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ９ 

(Seminars in Education J9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後も 70 年以上過ぎた日本の戦後教育史。政治・経済・文化の大きな変化のなかで、教師や学校がそれぞれ課題を抱えた時

代にどんな「挑戦」をしてきたのかを明らかにしていきたい。 

 

Japan’s post-war educational history over 70 years after the war. Students should be able to understand how teachers and 

schools had been taking on the challenges they faced amid the substantial changes of politics, economies, and culture in each 

time surrounded by their issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後直後から今日に至るまで、戦後直後の価値転換期、日本人の生活様式・発想様式を根本から変革した高度経済成長期、そ

して新自由主義と新保守主義により進行している現在の教育改革に焦点をあてながら、「戦後」という時代を考えていく。 

その際、通史的な理解と同時に、学力問題や「ゆとり」、あるいは教育格差など現代につながる問題についても、その背景やマス

コミ報道の影響などを踏まえて、問題の本質に迫っていく。その作業を通して、教育および人間についての広い視野を獲得し、鋭

い批判力としなやかな思考力とを身につけていきたい。 

自由な雰囲気で闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを深めていき

たい。 

 

While studying the period from just after the war up until today, students will think about the postwar period during the 

immediate-post-war value turning point, the period of extraordinary economic growth that fundamentally revolutionized 

Japanese lifestyles and ways of thinking, and the present educational revolution based on democracy and new conservatism. 

At that time, while also gaining an overall understanding, students will consider specific modern issues such as learning ability 

issues, “yutori” or education gaps, and consider the fundamental nature of these issues based on background information and 

the influence of mass media broadcasts, etc. Through these tasks, students should acquire a broad perspective regarding 

education and people, and be able to develop sharp critical skills and ability to think critically. 

By creating learning groups with a relaxed atmosphere of freethinking or developing lifestyle groups with deeper mutual 

understanding, students will deepen their knowledge of the seminar topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・自己紹介 

2. 文献についての解説および役割分担 

3. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. まとめと今後の課題―夏合宿に向けて― 

 

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

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

文献テキストの事前学習は必須。 

毎回の授業の感想コメントも必須。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/出席および受講態度(30%)/個別発表の準備と内容(30%)/質問や討論、感想など授業への積極

的な参加(30%) 

2019 年 4 月 23 日付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前の記載内容】最終レポート(Final Report)(10％)、授業への出席(30％)、

個別発表の準備と内容(30％)、質問や討論、感想など授業への積極的な参加(30％) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片桐芳雄・木村元編、2017、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1698-9) 

2. 平田諭治編著、2019、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08451-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎昌男・前田一男編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１０ 

(Seminars in Education J10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の「戦後教育史に学ぶ」と同じ。 

 

Japanese post-war educational history over 70 years after the war (the same as the spring semester). 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の文献購読やグループ発表の学習の中から、自分なりのテーマを導き出し、そのテーマを深めながら、個人あるいはグル

ープによる発表形式の授業を重ねていく。 

発表については、事前に発表計画を担当教員に相談しつつ、文献検索の方法、資料収集やインタビュー調査の実施、レジュメ作

成の方法、それに基づくゼミでのプレゼンテーションの仕方、批判的コメントの作成など、多方面な訓練を心がけたい。 

グループ発表に際しては、本発表に至るサブゼミでの活動が期待される。それぞれのテーマを深めるうえで必要な学術論文に多

く接し、精読できるようにしたい。特に当時の第１次資料やデータ収集のリファレンスワークの習熟もはかりたい。 

各自の発表を文章化したゼミ論文集の作成を、最終的な目標とする。 

引き続き自由な雰囲気で、闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを

深めていきたい。 

 

Students will delve more deeply into a topic that suits them from the spring semester literature readings and group 

presentations. While going deeper into that topic, students will also have classes in individual or group presentation style. 

For the presentations, while consulting with the teacher in advance about their presentation plan, students will work on a 

variety of skill development tasks such as research gathering, interview conducting and resume writing, and based on them, 

further develop their presentation styles in the seminar and their skill to write critical comments, etc. 

During group presentations, students are expected to do activities for a sub-seminar by the time of their presentation. To delve 

deeper into their topic, students will read a lot of necessary academic papers and be able to do intensive reading. Students 

should master the reference work such as collecting original sources and data. 

The final goal is to take each presentation and make it into a text, then make those texts into a collection of seminar papers. 

Similarly as the spring term, by creating learning groups with a relaxed atmosphere of freethinking or developing lifestyle groups 

with deeper mutual understanding, students will deepen their knowledge of the seminar topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究課題についての解説および役割分担 

3. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. ゼミ論作成についてのガイダンスとまとめ 

 

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

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

発表課題についての事前学習は必須 

毎回の授業の感想コメントも必須。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席(40%)/質問や討論、感想などの授業への積極的な参加(30%)/ゼミ論文（12,000 字以上）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１１ 

(Seminars in Education J11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to have own thoughts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。前半では、現代倫理テキスト（ジェームズ・レイチェルズ

『現実をみつめる道徳哲学：安楽死からフェミニズムまで』）を講読して、ディスカッションします。学生が中心になって、テキストの

要約、問題提起、ディスカッションを行います。後半は自分のテーマに関する発表を行います。 

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics. (1) philosophy and education, (2) special needs 

education, (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations and 

dialogues. In the first half of the course, students will read and discuss a modern ethics text (James Rachels’ “The Elements of 

Moral Philosophy”). The class is student-centered and involves text summaries, issue presentations, and discussions. In the 

second half of the class, students will give presentations based on his/her own topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法 

2. 学生発表・ディスカッション①：レイチェルズ１～２章 

3. 学生発表・ディスカッション②：レイチェルズ３～４章 

4. 学生発表・ディスカッション③：レイチェルズ５～６章 

5. 学生発表・ディスカッション④：レイチェルズ７～８章 

6. 学生発表・ディスカッション⑤：レイチェルズ９～１０章 

7. 学生発表・ディスカッション⑥：レイチェルズ１１～１２章 

8. 学生発表・ディスカッション⑦：レイチェルズ１３～１４章 

9. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑧：学生の自己テーマ 

10. 学生発表・ディスカッション⑨：学生の自己テーマ 

11. 学生発表・ディスカッション⑩：学生の自己テーマ 

12. 学生発表・ディスカッション⑪：学生の自己テーマ 

13. 学生発表・ディスカッション⑫：学生の自己テーマ 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

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

発表とディスカッション中心の講義になり、自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し合いますので、毎回の準備を怠

らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(40%)/中間レポート(20%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・レイチェルズ、2003、『現実をみつめる道徳哲学―安楽死からフェミニズムまで』、晃洋書房 (ISBN:4771014396) 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 



 - 502 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１２ 

(Seminars in Education J12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。期末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to have own thoughts. Students will turn in a report (12,000 characters) at the end of the 

term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。これらのテーマについて、学生が中心になって自分のテ

ーマに関する発表を行い、ディスカッションします。 

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics. (1) philosophy and education, (2) special needs 

education, (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations and 

dialogues. Students will initiate the classes in presentations and discussions for their own themes relevant to the topics above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方とスケジュール 

2. 学生発表・ディスカッション① 

3. 学生発表・ディスカッション② 

4. 学生発表・ディスカッション③ 

5. 学生発表・ディスカッション④ 

6. 学生発表・ディスカッション⑤ 

7. 学生発表・ディスカッション⑥ 

8. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑦  

9. 学生発表・ディスカッション⑧  

10. 学生発表・ディスカッション⑨ 最終レポートに向けての発表 

11. 学生発表・ディスカッション⑩ 最終レポートに向けての発表 

12. 学生発表・ディスカッション⑪ 最終レポートに向けての発表 

13. レポートの検討とディスカッション 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

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

発表とディスカッション中心の講義になり、発表は４回ほど機会があります。自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し

合いますので、毎回の準備を怠らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(40%)/中間レポート(20%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１５ 

(Seminars in Education J15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習１ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。 

 

Students will understand the theoretical frameworks by doing literature readings in the fields covering Teaching Methods 

including class theory, curriculum theory, learning ability theory and educational evaluation theory. Regarding various academic 

issues, students should not have only a sense of passing familiarity or talk about overall education theory, but will be able to 

compose papers after having active discussions based on a knowledge of Teaching Methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

Even when an outstanding educational theory is presented, teachers cannot teach children if the theory lacks the methods and 

contents to bring it to life. Teaching Methods is an academic field that examines its contents and methods. We welcome 

students interested in “What is a good class?” “What kind of proficiencies should children develop?” and “How should that 

learning proficiency be evaluated?” We wish to discuss theories and practices inside and outside Japan with those students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

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

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2009、『時代を拓いた教師たちⅡ』、日本標準 (ISBN:4820804227) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て，講義内容などを変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１６ 

(Seminars in Education J16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習２ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。期末にゼミ論文（１２，０００字）を提出する。 

 

Students will understand the theoretical frameworks by doing literature readings in the fields covering Teaching Methods 

including class theory, curriculum theory, learning ability theory and educational evaluation theory. Regarding various academic 

issues, students should not have only a sense of passing familiarity or talk about overall education theory, but will be able to 

compose papers after having active discussions based on a knowledge of Teaching Methods. Students will turn in a seminar 

thesis (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

Even when an outstanding educational theory is presented, teachers cannot teach children if the theory lacks the methods and 

contents to bring it to life. Teaching Methods is an academic field that examines its contents and methods. We welcome 

students interested in “What is a good class?” “What kind of proficiencies should children develop?” and “How should that 

learning proficiency be evaluated?” We wish to discuss theories and practices inside and outside Japan with those students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

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

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内で適宜指示・配布する。学生がテキストを選択し、それを全員で講読する場合もある。 
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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場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１７ 

(Seminars in Education J17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対する心理学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対する社会文化歴史的アプローチによる心理学的知識を習得する。 

 

Students will gain knowledge of psychology with sociological, cultural, and historical approaches toward human development and 

learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習を理解する上で必要とされる基本文献を事前購読し、ゼミ内で議論する。各事前課題についてはショートエッセ

イを書き、それに基づいて他者と議論を深める。ゼミ外でも疑問点を図書館等で調べ、問いを探求することが求められる。読むこ

と、書くこと、議論することを通して、大学生としてのアカデミックリテラシーの基本的な学習の場となる。受講者には積極的な参加

が望まれる。 

 

Students will do reading in advance from literature needed to understand human development and learning processes, then 

discuss the readings in class. Students will write short essays about each topic, and have deep discussions with others based 

on them. Students will also be expected to research questions at the library outside the class, delving into the same. This class 

will be a place for students to learn the fundamental academic literacy needed as university students through reading, writing 

and discussion. Students are expected to actively participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

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

履修予定者には事前学習課題が出され、授業開始後その成果を報告することが求められる。 

参考文献の中でも特に以下の文献は早めに読んでおくことが望ましい。 

石黒広昭編著 『文化と実践』 

石黒広昭編著 『社会文化的アプローチの実際』 

授業外活動として子どもにかかわる調査(観察、ワークショップ等）が紹介されることがある。文献の理解を深めるため、積極的に

参加することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

各課題論文に対するショートエッセイと授業終了時に 5000 字程度のレポートの提出が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で必要に応じて指示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4762823893) 

2. 石黒広昭、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

3. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065092) 

4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 (ISBN:978-4893471062) 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

6. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130530880) 

 

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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■AE118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１８ 

(Seminars in Education J18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対するプロジェクトワーク 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、各自で問いを立ててプロジェクトワークを行い、研究報告書（12,000 字）を作成する。 

 

Each student will carry out project work and write a research report (12,000 characters), posing questions about human 

development and the learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習の過程に関する設定課題の中から受講者の興味関心に基づいて、研究課題を選択し、文献や実証調査に基

づいたグループプロジェクトワークを行う。ゼミの内外でゼミメンバーと調査検討することになる。研究完了時には研究成果報告

会が実施され、研究報告書が作成される。 

 

Students will choose a research topic based on their own interest from a group of topics established relevant to human 

development and learning processes. Students will then carry out group project work based on literature and substantive 

research. Students will carry out research and study with the members inside and outside the seminar. When students complete 

their research, a symposium for reporting all research results will be held, and students will write research results reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

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

関連する文献や資料の事前検討、調査準備、調査報告書の作成（学科統一課題として 12,000字の報告書）をする。 

レポート提出前にゼミ研究成果報告会が開催される。 

また、学外での学習支援、発達支援活動を紹介することがあるので希望者は積極的に参加することが望まれる。理論と実践の関

係を考えることができるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

3. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 
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4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 (ISBN:978-4893471062) 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器を持ってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:4-7885-0777-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■AE221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE221／教育調査実習 １ 

(Survey and Field Study in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育心理学調査実習１ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトの学習過程を研究するための基本的な心理学的手法を習得し、調査論文の書き方を学ぶ。 

 

Students will acquire knowledge of basic psychological methods in order to research human learning processes, and will learn 

how to write survey papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常行為の観察と分析を通してヒトが無自覚的に行っている学習過程を明らかにする。はじめに模擬課題を行い、ある程度観察

と分析手法を理解したところで、各自の関心に基づいてテーマを決めた研究をはじめる。履修者数によってはグループワークとな

ることもある。コンピュータを利用した調査手法の基礎を体験し、調査レポートの作成手法についても学ぶことになる。 

 

Through consideration and analysis of everyday behaviors, students will understand people’s objective learning processes. At 

first, students will carry out model classes, and then they understand observation and research methods to a certain extent 

before choosing a topic based on their own interest and beginning research. It may be a group work, depending on the number 

of students. Students will experience the basics of computer-based research methods, and learn how to write an investigative 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育心理学調査実習の概要説明 

2. 行為分析（説明と研究計画） 

3. 行為分析（データ収集練習） 

4. 行為分析（データ分析練習） 

5. 行為分析（データ分析練習） 

6. 行為分析（レポート作成練習） 

7. 行為分析（自主課題設定ー問題と目的） 

8. 行為分析（データ収集） 

9. 行為分析（分析） 

10. 行為分析（分析） 

11. 行為分析 (結果をまとめる） 

12. 行為分析 (結果をまとめる） 

13. 行為分析 (プレゼンテーションの準備） 

14. 行為分析 (報告） 

 

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

授業外で文献学習をしたり、データ収集、データ分析をすることがあるので十分な学習時間を確保して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加（出席・報告・討議）(30%)/授業外での資料作成(データ収集と分析など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席が重視される。4 回以上の欠席の場合には評価対象とならない。また、遅刻は二回で一回の欠席となる。 

Blackboard 上でデータ分析やレポートの提出を行うので頻繁に確認すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AE222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE222／教育調査実習 ２ 

(Survey and Field Study in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジュアルデータ分析 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジュアルデータをもちいた質的調査法について学ぶ。 

 

Students will learn Qualitative Survey Methods using visual data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれの社会にはビジュアルデータがあふれている。絵画、写真、映画、ビデオ、描画、図などさまざまな形態のデータから人

や社会を知るにはどうしたらよいのだろうか。この授業では、質的研究におけるビジュアルデータをもちいた調査法について学ぶ

ため、文献学習とそれに基づいた調査を行い、最終的に調査報告書を作成する。ビジュアルデータを利用した調査の基礎を体験

し、調査レポートの作成技法についても学ぶ。 

 

Our society is flooded with visual data. How do we know about our people and society from various forms of data such as 

pictures, photographs, films, videos, drawings and figures? In this class, in order to learn about investigative methods using 

research data for qualitative research, students will carry out literature learning and related investigations, then finally write a 

investigation report. Students will experience the basics of visual data-based research methods, and learn how to write an 

investigative report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 1 章 はじめに」)の報告と検討 

3. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 2 章 社会調査におけるビジュアルデータの位置ｰ概略史」)の報告と検

討 

4. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 3 章 ビジュアルなものを研究するさまざまなアプローチ」)の報告と検討 

5. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 4 章 ビジュアルデータを用いた手法とフィールド調査」)の報告と検討 

6. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 5 章 ビジュアルデータを用いた調査のプレゼンテーション」)の報告と検

討 

7. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 6 章 結論ーイメージと社会調査」)の報告と検討及び独自調査のため

の補足 

8. ビジュアルデータをもちいた調査計画の検討 

9. ビジュアルデータをもちいた調査計画の検討 

10. 調査研究の進捗状況報告と検討 

11. 調査研究の進捗状況報告と検討 

12. 調査研究の進捗状況報告と検討 

13. 調査研究結果のショートプレゼンテーション 

14. 調査研究結果のショートプレゼンテーション 

 

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

授業外で文献学習、データ収集、データ分析をすることになるので十分な学習時間を確保すること。教科書を予め入手し、事前に

読んでおくことが望ましい。授業開始後はグループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーショ

ンを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告と討議参加(30%)/調査資料提出(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業の最後に調査報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーカス・バンクス、2016、『質的研究におけるビジュアルデータの使用』、新曜社 (ISBN:978-4788514980) 
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参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

2. フリック，U.、2016、『質的研究のデザイン』、新曜社 (ISBN:978-4788514744) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の指示に従ってその後の作業を行うため、出席が重視される。 

Blackboard 上で、授業のための課題指示、データ分析やレポートの提出を求めることがある。随時確認すること。 

グループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーションを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE223／教育調査実習 ３ａ 

(Survey and Field Study in Education 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
＜教えること＞の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 鋭生(YAMADA TOKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々は＜教えること＞と無縁ではいられない。人が生まれた瞬間から親子関係の中で＜教えること＞が行われ、それは学校教

育を経て大学においても続けられることだし、日常生活の中でも行われる。＜教えること＞は我々の社会を維持・再生産するため

の根本現象であるといってもよいだろう。本授業は、そのような＜教えること＞を観察・分析する手法を習得することを目標とす

る。具体的には、ビデオカメラによって収集したビデオデータや、映像メディアを収集し、その中の相互行為を社会学的に分析す

ることを目指す。 

 

We cannot neglect the concept of teaching. From the moment a baby is born, teaching happens between parent and child. This 

continues through school education and even at university. It also occurs in daily life. We could even say that teaching is a 

fundamental phenomenon that maintains and revitalizes our society. The goal of classes is to acquire observational and 

analytical methods for that teaching. Specifically, students will collect video data with video cameras and film media, and aim to 

analyze the interactions included in the data contents sociologically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、授業の前半では相互行為分析の基本的事項の解説を行う。そして、中盤から後半にかけてはグループごとに実際にデータ

の収集を行い、そのデータを共有しつつデータセッションなどを行って分析を精緻化していく。分析対象となるデータの例としては

以下のようなものが挙げられるだろう。 

①実際に生起した授業場面のビデオデータ（自分で授業場面を撮影する） 

②WEB 上や DVD 等で公開されている授業場面（あらかじめ他者が撮影した授業場面） 

③家族、友人間、サークル内などの日常的場面（それらの場面を自分で撮影する） 

最終的にはデータと分析結果をレポートにまとめることを目指す。 

 

In the first half of the course, students will learn the basics of interaction analysis. Also, from midway through the course to the 

second half, each group will carry out actual data collection, and have data sessions, etc., while sharing that data, refining their 

analysis. The examples below show data that is appropriate for analysis. 

1) Video data taken in actual class settings (students record the video in classes themselves) 

2) Classroom spaces that are publicly available online or on DVDs, etc. (classroom videos recorded by others) 

3) Everyday scenes of family, friends or extracurricular club members, etc. (that students have recorded themselves) 

Finally, students should aim to summarize all their research data in an analysis results report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：フィールドワークのなかのビデオデータ 

2. ビデオデータへのアプローチ①：日常的場面の相互行為 

3. ビデオデータへのアプローチ②：授業場面の基本的構造 

4. 問題関心の報告・検討 

5. ビデオデータへのアプローチ③：授業場面での「工夫」 

6. 調査グループ編成・調査計画についてのグループディスカッション 

7. 調査計画の立案 

8. 調査計画の報告①：前半のグループ 

9. 調査計画の報告②：後半のグループ 

10. データセッション①：前半のグループ 

11. データセッション②：：後半のグループ 

12. 調査計画の再検討 

13. 調査報告①：前半のグループ 

14. 調査報告②：後半のグループ 

 

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

各回の授業について予習・復習を行うことが必須となる。具体的には、調査計画の報告やデータセッションの準備、先行研究のレ
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ビューや分析概念の理解のために授業内で紹介した文献・論文の講読である。本授業では実際にフィールドに出かけて調査を

行う必要がでてくるため、受講者には授業時間外での準備・調査に多くの時間をかけてもらうことになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内外での課題提出・報告(60%) 

授業の欠席は基礎的知識の欠落を招き、グループ調査に支障をきたすため、欠席が 3 回に達した場合には原則として履修継続

を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北澤毅・古賀正義編、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 

2. 北澤毅・間山広朗編、2018、『教師のメソドロジー』、北樹出版 

3. 南出和余・秋谷直矩、2013、『フィールドワークと映像実践 研究のためのビデオ撮影入門』、ハーベスト社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 519 - 

■AE224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE224／教育調査実習 ４ａ 

(Survey and Field Study in Education 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リサーチの技法と教育問題 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生が、調査研究の基本を身につけ、実際に着手することができるようになること。じっくり楽しみながら研究ができるようにな

ることを目標としたい。 

 

Students will learn the basics of investigative research and be able to try it for themselves. The class goal is for students to 

enjoy themselves while becoming capable of carrying out research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）具体的手順をスモールステップ方式でシェアする 

（2）グループワークにより、実際に具体的な課題を決めてもらい小規模な調査を実施してもらう 

（3）調査という営みの社会的/倫理的側面について「想定読者」との関係や「調査対象」との関係を視野にいれた取り組みにする

べく随時リフレクションの機会を取り入れる 

 

(1) The specific procedures will be shared with students gradually in small steps. 

(2) Students will choose specific topics and carry out actual research on a small scale through group work. 

(3) The class will constantly provide students with as many opportunities as possible to reflect on their relationships to the 

assumed readers and research subjects regarding the social and ethical aspects of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教育問題の四類型〜グループ分けアクティビティ 

2. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その１） 

3. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その 2） 

4. 調査課題を設定する（その 1）《ブレストを中心に》 

5. 調査課題を設定する（その 2） 

6. 調査の実施について（その 1）《調査条件の確認》 

7. 調査の実施について（その 2） 

8. 調査の実施について（その 3） 

9. 成果をどう発表するか（その 1）《ブレストを中心に》 

10. 成果をどう発表するか（その 2） 

11. 成果をまとめる（その 1） 

12. 成果をまとめる（その 2） 

13. 成果をまとめる（その 3） 

14. 成果発表 

 

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

グループワークが基本となるため、課題に即して細かな連絡調整および内容に関わる議論を進めてもらいたい。ワークの進捗状

況を報告するワークシートは一人ひとりが記入するが、グループ単位に毎回回収、次週冒頭に返却する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークシート(30%)/グループワーク(30%)/成果発表(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウェイン・C.ブース他、2018、『リサーチの技法』、ソシム 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習授業におけるあらゆるコミュニケーションは、ポジティブ・フィードバックが基本です。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE225／教育調査実習 ３ｂ 

(Survey and Field Study in Education 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー史入門 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治・大正時代に起こった女性の性や身体をめぐる論争の資料を読み、ジェンダー的視点にたった資料の読解方法を学ぶ。ま

た、当時の論争が現代にどのように連続・断絶しているのかを検討する。 

 

Students will read competing sources from the Meiji and Taisho periods regarding women’s gender and bodies, and learn how to 

read documents with a perspective on gender. Students will also consider how theories of those times and modern theories 

connect and diverge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治・大正時代に起こった「貞操論争」、「堕胎論争」、「廃娼論争」に関する資料を丁寧に読み込みながら、当時の女性たちが置

かれていた社会的状況を包括的にみていく。その際、ジェンダー的視点にたって資料を読解する方法を身につけるために、ジェン

ダー概念や諸理論も一緒に学んでいく。授業の後半では、それまでに学んできた視点を活かしながら、現代社会におけるジェン

ダー的問題について調べて、発表をしてもらう。発表にあたっては授業外の時間を用いて調査実習をしてもらい、その成果を授業

で報告し、お互いに批評しあう予定である。 

 

While carefully reading Meiji and Taisho period sources about women’s virtue, abortion and abolition of prostitution, students will 

look comprehensively at women’s social position during those times. At that time, students will also study philosophies and 

theories of gender in order to gain proficiency in reading sources from a gender perspective. In the second half of the class, 

while using the perspectives they have studied up until then, students will investigate and present on gender issues in modern 

society. When presenting, students will use time outside of class to carry out survey methods, report the results of their 

investigations, and critically analyze each other’s findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと文献・資料について 

2. 「貞操論争」について（１） 

3. 「貞操論争」について（２） 

4. 「貞操論争」について（３） 

5. 「堕胎論争」について（１） 

6. 「堕胎論争」について（２） 

7. 「堕胎論争」について（３） 

8. 「廃娼論争」について（１） 

9. 「廃娼論争」について（２） 

10. 「廃娼論争」について（３） 

11. 報告の準備作業（１） 

12. 報告の準備作業（２） 

13. 成果報告会（１） 

14. 成果報告会（２） 

 

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

授業時間外に文献の購読や調査を実施し、授業での発表準備にあたることが求められる。授業時間外の学習は必須である。調

査のために必要な参考文献と資料はその都度紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への取り組み(30%)/成果報告会の内容(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 折井美耶子編集/解説、1991、『資料 性と愛をめぐる論争』、ドメス出版 
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参考文献（Readings） 

授業の中でいくつか提示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE226／教育調査実習 ４ｂ 

(Survey and Field Study in Education 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を変える市民の活動と学び 

担当者名 

（Instructor） 
桔川 純子(KIKKAWA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題に取り組む市民の活動を調査し、現場での実践から市民がどのよう経験を重ねながら「学び」を深めていくのかを考察

し、分析していく手法を身につける。また、日本だけではなく、グローバルな視点からも思考できるような力を身につける。 

 

Students will research civic actions around social issues, deepen their understanding of learning, and become proficient in 

analytical methods while gaining practical experience from citizens on the scene. Also, students will become able to consider 

these issues from a global perspective, not only looking at Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学びの実践は、学校以外の「場」でもさまざまな形で存在する。日本では、1998 年の特定非営利活動促進法の施行を契機に、現

在では全国で多様な活動が広がっている。 

本講義では、持続可能な社会や地域づくりを目指した日本や海外の実践を調査し、そのなかからどのような教育的経験を積み重

ねていけるのかについて分析する。まず、市民活動についての概要を理解し、そのうえで、各自の関心に沿いながら、具体的な

事例を調査して考察していく。授業では、受講者が各自が調査し、発表して全員で共有、検討するという進め方をしていく。 

 

For learning practice, there are also various places for learning off campus. Numerous activities spread across Japan today 

resulted from the implementation of the 1998 Act to Promote Specified Nonprofit Activities. 

In this lecture, students will research Japanese and overseas applications for creating sustainable societies and communities, 

and among those analyze which educational experiences would be acquired in common. First, students will understand the 

overview of civic activities, and from there, while following their interests, research and consider specific case studies. In class, 

students will conduct their own research and present it. Then all students will share and consider their ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の内容、進め方、評価の仕方について説明。自己紹介等 

2. 市民活動、市民運動とは 

3. 立教大学共生社会研究センターの見学  

4. 調査：住んでいる地域について：調査・発表① 

5. 調査：住んでいる地域について調査・発表② 

6. 日本の事例について調べて調査・発表① 

7. 日本の事例について：調査・発表② 

8. 日本の事例について：調査・発表③ 

9. 世界の事例について：調査・発表① 

10. 世界の事例について：調査・発表② 

11. 世界の事例について：調査・発表③ 

12. 日本と海外の状況について比較、考察① 

13. 日本と海外の状況について比較、考察② 

14. まとめ 

 

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

各自で調査し、その内容について発表する時間が多いので、調査、発表準備などの授業時間以外の学習が必要となる。 

 

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（発言、発表など）(30%)/発表の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 佐藤一子、2004、『NPOの教育力―生涯学習と市民的公共性』、東京大学出版会 (ISBN:4130513095) 

2. レスリー・R・クラッチフィールド他、2012、『世界を変える偉大な NPOの条件――圧倒的な影響力を発揮している組織が実践

する 6 つの原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478007284) 

3. 延藤安弘、2013、『まち再生の術語集』、岩波書店 (ISBN:4004314186) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイント、映像資料などを適宜活用する。 

・アクティブラーニングを取り入れ、実習を適宜行うので、積極的な受講態度が期待される。 

・受講者の人数などによって、形式、内容などについては変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE251／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 526 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE252／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 528 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE253／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 530 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE254／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 532 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE255／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 534 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE256／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

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

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 - 536 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE257／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE301／情報教育論 

(IT and Education) 

担当者名 

（Instructor） 
福田 恵(FUKUDA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習を見通した情報教育／学習について、論考する。 

 

Students will discuss information education/learning looking forward toward lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は高等学校の情報科の教員免許状を取得するための科目「情報科教育論」ではない。高度情報化社会とよばれる現代に

おいて”情報”をどのようにとらえ、教師としてはもちろん、ひとりの社会人として”情報教育”に携わり、また自らを教育するか、議

論を通して考察するものである。さらに”情報”にかかわる学習環境についても考察をひろげていく。 

 

This lecture is not the “IT and Education” course for earning a high school teaching license in information (informatics). In 

today’s society, called an advanced information society, students will consider how do we view “information,” how are we 

involved in “information education” and how we educate ourselves as teachers and as individual members of society through 

discussions. Furthermore, students will expand their awareness of how learning spaces are involved with “information.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション〜”情報”という言葉について 

グループ分け 

2. 生徒の目でみた「情報教育」 

3. 日本の「情報教育」の歩みと新学習指導要領 

4. 情報リテラシーの育成 

5. 知的財産権・肖像権についての考察 

6. コミュニケーションと情報  

7. 生物学からみた”情報”   

8. 人工知能からみた”情報” 

9. コンピューターと”情報” 

10. コンピューターと学習／教育 

11. プログラミング教育 

12. プログラミング体験 

13. 教育の情報化／ICT化〜現状と未来 

14. 情報教育の学習環境のデザイン・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループディスカッションを有効に行うため、毎回、テーマについて予習、あるいは考察（400 字程度）をしてから授業に臨んでくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/小レポート(30%)/毎回の振り返り(20%) 

３分の２以上の出席者を対象に評価を行う。授業に出席するというのは、単にその場に存在することではなく、参加することです。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに教科書を定めない。必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、参考になる文献を講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として毎回、５名前後のグループでディスカッションを行い、その結果を全員に発表した後、全体討論を行う。視聴覚資料や

現物資料などは、必要に応じて提示する。 

授業の予習や振り返りに対しては、次の回の授業の際にフィードバックを行う。 
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この科目は教職科目ではないので注意すること。  

 

注意事項（Notice） 
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■AE302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE302／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしさを活かしたカウンセリングマインドを探る 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 由美(TSUCHIYA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カウンセリングの諸理論の概論、基礎的な技法の学習と並行して、普段の日常の対話のダイナミックスや自身のコミュニケーショ

ンスタイルを再考し、自分らしさを活かしたカウンセリングマインドの探求を目標とする 

 

In parallel with an overview of counseling theories and learning basic techniques, students will reconsider the dynamics of 

everyday dialogues and nonverbal communication with the goal of finding their own way of counseling. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法を学習する。また、それらと並行して、「語る」「聴く」「観る」「感じる」のキーワード

で、日常対話についての再考と自身のコミュニケーションスタイルへの気づきを目的に、グループワークによるエクササイズ（体験

的学習）を行う。授業の最後には、その日の講義、エクササイズについての振り返り（内省）をリアクションペーパーに書いて提出

する。講義、エクササイズ、リアクションペーパーの繰り返しを積み重ね、最終的に二つのレポート作成につなげる。発言は何が

正しいかよりも、自分で何を感じたかを素朴に言葉にする姿勢を求める。 

 

Students will study various theories of counseling and basic techniques. Also, in parallel with this, with the goal of reexamining 

daily dialogues and noticing nonverbal communication, students will do exercises in groups (learning through experiencing) 

having following key words in mind: “talk,” “listen,” “watch” and “feel.” At the end of the class, students will reflect (self-

reflection) on the day’s lecture and their exercises by writing and submitting a reaction paper. Students will repeatedly 

experience classes, exercises and reaction papers, leading up to two final reports. Students’ ability to simply express their own 

feelings in words is more important than whether their ideas are correct. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは 

2. 日常の対話について考える① 「語ること」「聴くこと」 

3. 日常の対話について考える② 「観ること」「感じること」 

4. 日常の対話について考える③ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

5. 日常の対話について考える④ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

6. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する① 

7. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する② 

8. カウンセリングの基本的な技法について学習する① 

9. カウンセリングの基本的な技法について学習する②  

10. カウンセリング演習① ロールプレイ 

11. カウンセリング演習② ロールプレイ 

＊小レポート提出日：タイトル「カウンセリングの演習を通して感じたこと・考えたこと」 

12. カウンセリング演習③ ロールプレイ 

13. カウンセリングの実際① 職場のメンタルヘルス 

14. カウンセリングの実際② 学校（スクールカウンセラー） 

＊最終レポート提出日：タイトル「自分らしさを活かしたカウンセリングマインドとは」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/毎授業時のリアクションペーパー（出席）(40%)/演習の小レポート(25%) 

体験的学習が中心となるため授業への出席を重視。欠席回数４回以上の場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

1. 諸富祥彦、2014、『新しいカウンセリングの技法：カウンセリングのプロセスと具体的な進め方』、誠信書房 (ISBN:4414403758) 

2. 河合隼雄、鷲田清一、2010、『臨床とことば 心理学と哲学のあわいに探る知』、朝日新聞出版 (ISBN:4022616628) 

3. ミハイル・バフチン、1989、『マルクス主義と言語哲学ー言語学における社会学的方法の基本的問題』、未来社 

(ISBN:4624010949) 

4. 星野欣生、2002、『人間関係づくりトレーニング』、金子書房 (ISBN:4760830251) 

5. 山蔦圭輔、杉山崇、編著、2012、『カウンセリングと援助の実際ー医療・学校・産業・行政における心理的支援』、北樹出版 

(ISBN:4779303222) 

6. 鷲田清一、2002、『「聴く」ことの力』、TBS ブリタニカ (ISBN:4484992035) 

土屋由美『生によりそう対話ー医療・介護現場のエスノグラフィーから』新曜社 2007 ISBN4788510359 

土屋由美『悩むナースたちへ－元気回復のための処方箋』ライフサポート社 2011 ISBN4904084241 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・グループワーク（２〜６人程度：ロールプレイ、ディスカッション）による体験型の学習が中心となるため、協力的な姿勢、積極的

な受講態度が期待される。 

・講義はパワーポイントが主体。毎回の講義は Blackboard にも掲示する。積み重ねの学習のため、欠席した講義は、Blackboard

を確認してから参加することを推奨する。 

・リアクションペーパーについては、次回授業時に取り上げフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE303／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
幼児教育の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
小野 奈生子(ONO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼児教育を支える概念，その変遷と現状を理解するとともに，「子どもと関わる」とはいかなることかという問いについて，実践を

ふまえつつ考察を行う。事象を社会学的観点から読み解くことの難しさと興味深さを知る。 

 

Along with understanding concepts that support early education as well as the changes to those concepts and the current state 

of them, students will consider, based on actual observation, the question of what is the meaning of being involved with children. 

Students will gain a deeper understanding of the difficulty of interpreting phenomena from a sociological perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児教育にはしつけという側面と就学前教育という側面がある。いずれも子どもが後に出会い，その成員になることを期待される

具体的な「社会」を想定してなされる営みと言えよう。本講義ではこの点を意識しつつ，幼児教育がどのような実践として展開され

るようになったか／されているかを検討する。 

 

Early education has two aspects: disciplining and preschool education. Both are activities that are planned by anticipating the 

specific society that all children will later be expected to join as full participants. While being aware of this point during this 

lecture, students will consider what kind of practical experiences have been contributed/contribute to the development of early 

education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 幼児教育を支える概念（１）：発達 

3. 幼児教育を支える概念（２）：社会化 

4. 子ども観について（１）：「子ども」とはなにか 

5. 子ども観について（２）：「幼児」とは何か 

6. 家族のなかの子ども（１）：＜近代家族＞という観点から 

7. 家族のなかの子ども（２）：＜教育する家族＞という観点から 

8. 社会のなかの子ども（１）：幼児教育の変遷 

9. 社会のなかの子ども（２）：幼児教育をめぐるポリティクス 

10. 社会のなかの子ども（３）：幼児教育の多様性 

11. 相互行為としての幼児教育（１）：「子どもと関わる」とはいかなることか 

12. 相互行為としての幼児教育（２）：＜幼児＞から＜児童＞へ 

13. まとめ 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

随時，講義資料や課題を授業支援システム Blackboard にアップするので，適宜参照し，予習・復習に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポート(Blackboard を通じた提出を想定)(10%)/リアクションペ―パー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に配布資料にて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE304／比較教育学 １ 

(Comparative Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

Students will be introduced to the concept of comparative pedagogy, its significance and the current situation of the field. And 

when considering and discussing educational issues and educational policies, by looking at educational experiences of other 

countries, students can shine new light on their understandings. Also, by looking at results of comparative pedagogy, regarding 

other countries and regions, students should aim for a deeper understanding of not only education but also society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較教育学の理論・方法・歴史を概観するとともに，現状と課題を紹介する。ついで，比較教育学の主要な成果を具体的に紹介

していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本講義では特に欧米

の、いわゆる先進諸国に重点をおく予定である。 

 

Along with an overview of comparative pedagogical theories, methods and histories, students will be introduced to the current 

situation and relevant issues. Students will be introduced to the main results of comparative pedagogy in specific detail. The 

educational methods and various relevant issues of different countries and regions will be eligible for research, but various 

countries with advanced economies in Europe and the Americas will be emphasized during the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学研究の歴史１ 

4. 比較教育学研究の歴史２ 

5. 比較教育学の理論と方法 

6. 日本の比較教育学研究１ 

7. 日本の比較教育学研究２ 

8. 欧米諸国 

9. 欧米諸国 2 

10. 欧米諸国 3 

11. 欧米諸国 4 

12. 欧米諸国 5 

13. 欧米諸国 6 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE305／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

Students will be introduced to the concept of comparative pedagogy, its significance and the current situation of the field. And 

when considering and discussing educational issues and educational policies, by looking at educational experiences of other 

countries, students can shine new light on their understandings. Also, by looking at results of comparative pedagogy, regarding 

other countries and regions, students should aim for a deeper understanding of not only education but also society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「比較教育学１」から引き続き比較教育学の理論・方法を概観するとともに，現状と課題を紹介する。さらに，比較教育学の主要な

成果を具体的に紹介していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本

講義では特に，欧米以外のいわゆる発展途上国に重点をおく予定である。 

 

Along with looking at comparative educational theories and methods continuing from “Comparative Education 1,” students will 

be introduced to the current situation and issues in the field. Furthermore, students will be introduced to the main results of 

comparative pedagogy in specific detail. The educational methods and various relevant issues of different countries and regions 

will be eligible for research, but various developing countries outside Europe and the Americas will be the primary focused 

during the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学の理論と方法１ 

4. 比較教育学の理論と方法２ 

5. アジア諸国１ 

6. アジア諸国２ 

7. アジア諸国３ 

8. アジア諸国４ 

9. アジア諸国５ 

10. アジア諸国６ 

11. その他の国１ 

12. その他の国２ 

13. その他の国３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を BLACKBOARD で知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE306／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
改革の荒波のなかだからこそ問う、学校と教育の来し方と行く末 

担当者名 

（Instructor） 
須田 将司(SUDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）教育史実から、自らのこれまでの学びを相対化し、その意義づけを再認識することができる。 

（２）教育史実から、現代教育を考える豊かな視野を獲得することができる。 

（3）教育史実から、現代教育にも活用しうる知見（知恵や活力）を見出し、論じることができる。 

 

(1) From historical facts regarding education, students will be able to relativize their own learning up until now and to reconsider 

the significance of it. 

(2) From historical facts regarding education, students will be able to acquire rich viewpoints for considering contemporary 

education. 

(3) From historical facts regarding education, students will highlight insights (knowledge and activities) that also apply to 

contemporary education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義タイトルの「教育史」とは、過去に生きた人々に「活力」を得る教育学、そこから「創造」や「打開」のヒントを得る教育学のこ

とである。通史ではなく、問題史的に近世から現代までの教育史実を取り上げることで、先人の模索と成果（あるいは失敗）に学

ぶ。 

具体的には「なぜ学校にいかなければならないのか」、「学校はどのように地域に根付いたのか」、「読み書きができるとはどうい

うことか」、「言語を教育するとはどういうことか」、「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」、「教師は子ど

もとどのように向き合ってきたのか」、「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」という 7 つの問いから考えていく。テキ

ストをもとに、「現実」と取り組み合った子ども・親・教師・思想家などの姿をリアルに捉える。そんなタイムスリップと、彼等との出会

いは、現在と未来に生きようとする我々にとって単なる「知識」ではなく、「知恵」や「活力」を与えてくれる。さらに「Exercise」として、

受講者の身近な事例や現代社会に即した検討を加えることで、複雑・高度化していく現代社会と教育の可能性と課題とを考える

ことのできる力量を育んでいく。 

 

The title of this lecture, History of Education, refers to pedagogy vitalized by the people who lived in the past, as well as 

pedagogy that takes hints for creation and breakthroughs from those past figures. This lecture is not a general history, but 

instead takes on historical educational facts from the recent past until the present through critical analysis. Students will learn 

about their predecessors’ searches and successes (or their failures). 

Specifically, students will consider seven questions. 1) Why do we have to go to school? 2) How have schools taken hold in the 

local communities? 3) What does it mean to learn reading and writing? 4) What does it mean to teach languages? 5) What ties 

education to the modern imperial system and what has that brought us? 6) How have teachers approached children? 7) What 

can we understand from the problems affecting children’s education? Based on the text, students will develop a realistic 

understanding of challenges facing children, parents, teachers and thinkers. Encountered through that kind of time travel, 

students will not simply learn knowledge, but will also be given wisdom and vitality. Furthermore, as an exercise, by adding 

consideration of case studies familiar to students and embedded in modern society, students will increase their ability to think 

about the problems and possibilities of education in a society that is growing more complex and advanced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆「なぜ学校にいかなければならないのか」①テキスト読解 

2. 「なぜ学校にいかなければならないのか」②Exercise 

3. 「学校はどのように地域に根付いたのか」①テキスト読解 

4. 「学校はどのように地域に根付いたのか」②Exercise 

5. 「読み書きができるとはどういうことか」①テキスト読解 

6. 「読み書きができるとはどういうことか」②Exercise 

7. 「言語を教育するとはどういうことか」①テキスト読解 

8. 「言語を教育するとはどういうことか」②Exercise 

9. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」①テキスト読解 

10. 「近代天皇制と教育はどのように結びつき、何をもたらしたのか」②Exercise 

11. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」①テキスト読解 
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12. 「教師は子どもとどのように向き合ってきたのか」②Exercise  

13. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」①テキスト読解  

14. 「子どもを取り巻く教育問題から何がみえてくるのか」②Exercise 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、授業に関連して読むべき資料類や調べるべき用語・事項を知らせる（授業内及び Blackboard）。それに基づき資料読解や

調査・資料作成などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議・発表・質疑など(60%)/Exercise レポート(40%) 

２／３以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平田諭治編、2019 年、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084517) 

 

参考文献（Readings） 

1. 須田将司、2008 年、『昭和前期地域教育の再編と教員―「常会」の形成と展開－』、東北大学出版会 (ISBN:978-4861630927) 

2. 山本正身、2014 年、『日本教育史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2131-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業形態について 

・適宜、パワーポイントやＤＶＤ、史料の回覧などにより、史実をリアルに捉えていく。 

・一つの問いに対し、①テキスト読解と②Exercise の構成となっている。特に②は受講者同士のグループ討議や全体討論を中心

に「問い」を明らかにしていく形態で行う。 

・資料の配布は Blackboard を通じて行う. 

②課題に対する質疑やフィードバックについて 

・Exercise レポートや授業内容に関する質疑やフィードバックは、次回授業開始時や Blackboard を通じて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE307／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。 

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, educational settings and at philosophical 

cafes in the city. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。 

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues in “Philosophy for Children,” and through 

accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of philosophical dialogues with 

these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a major role. Students should 

be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話か？ 

2. 哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテーションを行う） 

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業ごとのワークシート(80%)/最終論述(20%) 

ワークシートと最終論述のほかにも自主的な提出があれば追加点を記録します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN::9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 

3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN::9784309247014) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE308／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びの場をつくる社会教育 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育、生涯学習に関する基本的な知識や見方を身につける。 

②人びとの学びとその機会を保障するためのさまざまな営みに関心をもち、教育が人間形成にもつ意味を広く深く考えられるよう

になる。 

③自らが社会教育や生涯学習を実践する立場にあることを自覚する。 

 

(1) Students will get the basic knowledge and approaches related to community education and lifelong learning. 

(2) Students will take an interest in the education people receive and in the various activities that guarantee people the 

opportunity for education. Students will be able to think broadly and deeply about the meaning of character-building in 

education. 

(3) Students will be aware of themselves as responsible individuals to practice community education and lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会のなかで行われている人びとの学びとその機会を保障するための営みについて、さまざまな角度から考察する。制度的な

取組みのみならず、むしろそこからはみ出た形で必要となる学びを可能にするための取組みに注目したい。具体例を取り上げ検

討していく形をとるが、単なる知識や情報として受けとめるのではなく、なぜそうした機会や取組みが必要なのかを社会的な文脈

のなかで考え、自分との関わりも意識して、人びとの生涯にわたる学びの意味やそれを支えることの必要性に気づいてほしい。

なお具体例については、授業内で提示するばかりでなく、各自がそうした実践例を探し報告する機会を設けるつもりである。 

 

Students will consider, from various angles, the activities as individual lifelong learning and social support for it. The class will 

draw students’ attention not only to institutional initiatives, but also to the efforts  to make learning possible out of  those 

institutional initiatives. Students will consider specific examples to get an overall understanding. Students will not only take in 

knowledge and information, but also think about why such educational opportunities and efforts are necessary in a social 

context, and be aware of their own relationship to these efforts, and recognize the necessity of supporting lifelong learning. And 

as a specific example, students will be given opportunities not only to follow instructions in class but also to search for and 

report on their own practical examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会教育・生涯学習について 

2. 私の社会教育体験 

3. 社会教育に関する行政の役割 

4. 学びの場をつくる意義 

5. 大学づくりの実践（１） 

6. 大学づくりの実践（２） 

7. 子どもが育つ場 

8. 若者と居場所 

9. 教育機会の保障 

10. ともにいきることを学ぶ 

11. 運動という教育的営為 

12. 地域づくりと人づくり 

13. 実践例の報告と討議 

14. まとめと試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レスポンスペーパーの内容(20%)/課題レポート(20%) 
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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)） 

 受講者数や授業の状態をみて、講義の内容や順序を変更する場合もある。また受講者数にもよるが、意見交換や発表の場を

取り入れ、意見や考えを共有できるようにしたい。積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE309／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む） 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領を基準として、各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の方法を理解するとともに、各学校

の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。 

 

With the curriculum guidelines as the basis, along with understanding the significance and development methods of the 

education plan drawn up at each school, students will understand the significance of matching curriculum and management to 

each school’s situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の歴史的な変遷から、教育課程の意義や編成の方法を理解する。また各学校の実情に合わせたカリキュラム・マ

ネジメントのあり方を検討する。 

 

Students will understand the historical changes to the curriculum guidelines and the significance and methods of creating 

education guidelines. Students will also consider the way the curriculum and management should be in order to suit each 

school’s particular situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育課程とは何か――学習指導要領の位置づけと教育課程編成の目的―― 

2. 学習指導要領の改訂の変遷①戦後新教育期 

3. 学習指導要領の改訂の変遷②現代化 

4. 学習指導要領の改訂の変遷③新しい学力観と生活科の導入 

5. 学習指導要領の改訂の変遷④生きる力と総合的な学習の時間の導入 

6. 学習指導要領の改訂の変遷⑤知識基盤社会と確かな学力 

7. 学習指導要領の改訂の変遷⑥主体的・対話的で深い学び 

8. 教育課程編成の基本原理――経験主義と系統主義―― 

9. 教科・領域横断的なカリキュラム編成 

10. 主体的なカリキュラム編成のあり方①長期的な視野に基づいた教育課程 

11. 主体的なカリキュラム編成のあり方②児童理解に基づいた教育課程 

12. 主体的なカリキュラム編成のあり方③学校・地域に基づいた教育課程 

13. カリキュラム・マネジメントの意義 

14. カリキュラム評価の理論と実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治編、2018、『よくわかる教育課程』〔第 2 版〕（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ）、ミネルヴァ書房 (ISBN:

 9784623082698) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE310／国際教育論 

(Global Education) 

担当者名 

（Instructor） 
中田 有紀(NAKATA YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際化・グローバル化の進展が、学校教育をはじめとする人間形成のプロセスに与えてきた影響について、東南アジア諸国の事

例を通して考察する。 

 

Students will examine, through case studies from southeast Asian countries, the influence of the progress of internationalism 

and globalization on the personal development process including school education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋近代の産物である学校教育制度は、世界各地に浸透し、影響を与えてきた。そのような影響を、個々の国や地域の人々は、

どのように受け止め、独自の教育の形成と発展を遂げてきたのだろうか。また、どのような課題に直面しているのだろうか。この

授業では、主として東南アジアの事例に基づいて、グローバル社会における人間形成の課題について考察する。 

 

The Western modern education system has permeated and influenced the rest of the world. To what extent has that influence 

affected various countries and regions and how have unique education systems developed? Also, what kind of issues are these 

systems facing? In this class, students will consider the issue of personal development in a global society based mainly on case 

studies from southeast Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 開発援助と教育１ 

3. 開発援助と教育２ 

4. 植民地化と教育 1 

5. 植民地化と教育２ 

6. アジアの大学創設とその歴史１ 

7. アジアの大学創設とその歴史２ 

8. アジアの大学創設とその歴史３ 

9. 国民国家の形成と教育１ 

10. 国民国家の形成と教育２ 

11. イスラームと教育１ 

12. イスラームと教育２ 

13. イスラームと教育３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

東南アジア諸国の基本情報を事前に調べておくこと。 

初回の授業で紹介する参考文献等を積極的に読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

・初回の授業で、参考文献を紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義内容や授業計画の順番は、研究成果や最新の動向に基づいて、変更する場合がある。 

・授業中にディスカッション等を行う場合がある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE311／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
岩松 真紀(IWAMATSU MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「環境教育論」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境を守るとはどういうことか、環境教育とは何か。私たちの暮らしや経済をめぐる問題までの視野を持って環境教育を議論でき

るようになることを目標とします。 

 

What does it mean to protect the environment and what is environmental education? Students will develop perspectives on 

issues involving our lifestyles and economies, with the goal of becoming able to discuss environmental education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内に限らず地球的規模で環境破壊が進み，どのような持続可能な社会をどうやって実現するのかが問われ、そのための

教育が求められています。テキストを基本に、up-to-dateな内容にも対応できるように他資料も使用しつつ、環境教育について、

その方法も含めてグループワークなどを取り入れながら学んでいきます。 

 

Environmental destruction is progressing not only in Japan but also on a global scale, so what kind of sustainable society can be 

created and how? Education regarding these issues is needed. While using the text as the basic class material, other up-to-date 

materials will also be used. Group work will be incorporated so that students will learn about environmental education and its 

processes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境教育が提唱されてきた背景 

3. 環境教育とは何か（１） 

4. 環境教育とは何か（２） 

5. 子どもと環境教育（１） 

6. 子どもと環境教育（２） 

7. 自然体験と環境教育 

8. 公害と環境教育（１） 

9. 公害と環境教育（２） 

10. 公害と環境教育（３） 

11. 食と農と環境教育 

12. 自然災害と環境教育 

13. 環境教育と地域づくり 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回までに必要な課題は適宜指示しますので、授業の事前事後に取組んでください。 

参考文献を必要に応じ提示するので、興味のあるものを授業の前後にテキストと合わせて読んでみてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出(30%) 

筆記試験はテキストの持ち込み可 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 朝岡幸彦編著/ 阿部治・朝岡幸彦監修、2016、『入門 新しい環境教育の実践』、筑波書房 (ISBN:9784811904900) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会編、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:9784316803159) 



 - 560 - 

2. 朝日新聞科学医療グループ編、2011、『やさしい環境教室 環境問題を知ろう』、勁草書房 (ISBN:9784326653652) 

3. 日本環境教育学会編、2016、『アクティブ・ラーニングと環境教育』、小学館 (ISBN:9784091050380) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講者の関心等にそう形で授業計画を一部変更する可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と表現 

(Artistic Expression in Education) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 良平(KONDOU RYOUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 60 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「表現」は，人間にとって必要不可欠な一要素である。その中でも，最もプリミティブな「身体」から発せられる表現について学ぶ。 

 

“Expression” is an indispensable part of being human. Students will learn about the most primitive type of expression, body 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教わる」事と「教える」事は自己表現のためには必要な感覚である。この授業では，ノンバーバルな視点から「からだ」の気づき，

「からだ」の持つ力を共に考え，「表現する」事がいかに大切であるかを模索していきたい。「からだ」の行為という視点で授業をす

すめて行きます。 

 

The awareness that teaching and being taught are necessary for self-expression. In this class, students will strive to 

understand how important expression is from a non-verbal viewpoint, as well as noticing the body and thinking about how much 

power it has. Class will proceed with an emphasis on the physical actions of the body. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. からだの役割，大きさを学ぶ   

2. ストレッチなど，からだをほぐすという事 

3. からだ気づきの視点から  

4. ２人組による動き  

5. 集団による動き  

6. 相手に伝えるという事  

7. ノンバーバルコミュニケーションの試み 

8. 枠にとらわれない動き 

9. 空間の大きさを知る  

10. 言葉と動き 

11. 動きを観る，評価する  

12. 動きを創作する「振り付け」という事 

13. パフォーマンスを考える 

14. 自己表現，発表  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常の「動き」を観察する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(70%)/発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

近藤良平著『からだと心の対話術』（河出書房新 社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE313／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育の臨床社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
鶴田 真紀(TSURUTA MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、形成期における幅広い人文的教養と専門的な知識を深めるために、「他者を理解するための柔軟かつ粘り強い思

考力を持つこと」を目指す。そのために、下記の（１）から（３）が具体的な目標となる。 

（１）学校教育をめぐる現代的諸問題を考察するにあたって、臨床社会学的視点を獲得すること。 

（２）そのために必要な基本的な理論や概念を理解すること。 

（３）「臨床」の観点から現在の学校教育を論じることの意味を（再）検討すること。 

 

This course aims to equip students with the flex and persistent thinking ability needed to understand other people, in order to 

deepen students’ broad humanities education and specialized knowledge in the development phase. In order to do that, it sets 

the three specific goals below. 

(1) Acquiring clinical sociological perspectives while considering various contemporary issues surrounding school education. 

(2) Understanding the fundamental theories and concepts required for that purpose. 

(3) Reconsidering the meaning of theorizing on current school education from a clinical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育臨床」とはいかなるものであるのかを考える際に不可欠な視点のひとつは、教育と社会の関係である。本授業では、まず

「教育臨床」さらには「社会臨床」と称される学問の基本的特性を、社会学や教育社会学の観点から理解し、教育を「臨床（社会

学）的」に考察することの意味を概説する。その上で、学校教育に関する個別具体的なテーマをとりあげながら、「臨床」という観

点からどのような視点が開けるかを紹介する。授業の前半は、制度と関連するような「マクロ」の観点から教育をとらえ、後半に進

むにしたがって、より個別性の高い「ミクロ」の観点へと移行させていく予定である。 

 

One indispensable perspective for thinking about the meaning of “education clinic” is the relationship between education and 

society. In this class, students will first understand the basic characteristics of an “education clinic” and then additionally, a 

“social clinic,” from sociological and sociological educational perspectives, and grasp the meaning of considering education 

sociologically. On top of this, while taking on specific, individual topics, students will be introduced to the concept of using a 

“clinical” perspective. In the first half of the class, students will look at education from a “macro” perspective related to a 

system. In the second half of the class, they will move toward a more individualistic “micro” perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育における学歴と不平等① 

3. 教育における学歴と不平等② 

4. 教育における学歴と不平等③ 

5. 学校不適応の社会学① 

6. 学校不適応の社会学② 

7. 学校不適応の社会学③ 

8. 学校不適応の社会学④ 

9. 現代的諸問題と子どもの問題① 

10. 現代的諸問題と子どもの問題② 

11. 現代的諸問題と子どもの問題③ 

12. 現代的諸問題と子どもの問題④ 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１複数回の授業で、資料を読解し「（予習）ノート」を作成し、それに基づいてディスカッションを行う。ノートの作成は授業外に予習

として実施することになる。初回の授業で、「ノート」の作成について説明するため、必ず出席すること。 

２ ほぼ毎回の授業で、Blackboard を通じて課題の提出を求める。課題は、短時間で完了可能と想定されるもの（例：授業内で示
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した質問に対する回答・コメント）から、それなりに長い時間をかけて実施してもらうもの（例：小レポート）まで、いくつかの種類が

ある。これらの課題は、原則として授業時間外に実施することを想定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

原則として授業資料は Blackboard にアップする。それを各自で事前に印刷し通読したうえで授業に臨むこと。 

 

参考文献（Readings） 

酒井朗『教育臨床社会学の可能性 』 (勁草書房 2014) 

野口裕二・大村英昭(編)『臨床社会学の実践』(有斐閣選書 2001) 

その他、授業にて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一部の授業は、パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用するが、それ以外では、履修者が資

料を読解して作成したノートに基づいて、ディスカッション形式の授業を実施する。 

Blackboard に投稿した授業コメント等については、次回授業開始時に適宜フィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE314／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※開講学期 秋学期に変更（時間割:水曜 1 限） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本授業では、特に、発達障害

と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供へ

の支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as physical weakness and disability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発発達障害の理解と支援(1)：自閉症スペクトラム 

5. 発達障害の理解と支援(2)：学習障害 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠陥多動性障害 

7. 思春期の発達障害 

8. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

9. 病弱教育の現状と課題 

10. 病弱児の心理 

11. 病弱児をめぐる諸問題：告知と就労支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 特別支援教育における保護者支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間~2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国立特別支援教育総合研究所、2015、『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』、ジアース教育新社 (ISBN:4863712979) 

2. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (（3 月刊行予定）) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 
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2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 

(ISBN:4054062962) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

※開講学期 秋学期に変更（時間割:水曜 1 限） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE315／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会文化歴史的アプローチの立場から、系統発生、社会史、個体発生といった三つのタイムスケールで人間の発達を理解する。 

 

Students will understand human development from a sociocultural-historical approach in three time scales of phylogeny, social 

history and ontogeny. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会文化歴史的（ヴィゴツキアン）アプローチによる精神発達理論を中心に、記号、特に言語を中心に発達心理学の基本的な知

見を紹介し、人間発達の特殊性を検討する。人間とその他の類人猿の違い、学校教育制度下の人々の心性などの検討を通して

ヒトの人間化の過程を知る。さらに遊び、言語を中心とした象徴機能の発達などを検討することで人間の個体発生過程について

の理解を深める。具体的事例を紹介したり、参加者と議論したりしながら進めることで理解の深化をはかる。 

 

Centering on developmental psychology using a sociocultural-historical approach (Vygotskian), students will be introduced to 

the basic knowledge of developmental psychology about symbols, especially language, and consider the particularity of human 

development. Through considering the differences between humans and other anthropoids, and the disposition of people under 

the school education system, students will learn about the process of human development. Furthermore, students will consider 

the development of symbolic functions, etc., focusing on play and language, and deepen their understanding of the process of 

developing human ontogeny. The class aims to introduce specific examples and to deepen students’ understanding as they 

participate and discuss. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 心の系統発生：進化の中の人(1) 

3. 心の系統発生：進化の中の人（2） 

4. 心の系統発生：進化の中の人（3） 

5. 心の系統発生：進化の中の人（4） 

6. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（1） 

7. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（2） 

8. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（3） 

9. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（4） 

10. 心の個体発生：乳幼児期の心性(1) 

11. 心の個体発生：乳幼児期の心性(2) 

12. 心の個体発生：乳幼児期の心性(3) 

13. 心の個体発生：乳幼児期の心性(4) 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

2. 田島信元他編、2016、『新・発達心理学ハンドブック』、福村書店 (ISBN:9784571230547) 
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3. 中島義明編、2001、『現代心理学理論事典』、朝倉書店 (ISBN:425452014X) 

4. 中島義明編、2012、『現代心理学事例事典』、朝倉書店 (ISBN:4254520174) 

5. 佐伯・佐々木編、2013、『アクティブ・マインド』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065108) 

6. トマセロ, M.、2006、『心とことばの起源を探る』、勁草書房 (ISBN:978-4326199402) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE316／現代教育の諸問題 １ 

(Issues in Contemporary Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
可変性／不変性の境界を探る当事者研究 

担当者名 

（Instructor） 
綾屋 紗月(AYAYA SATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の目的 

１．文学部学位授与方針に掲げる「他者を理解するための柔軟かつ粘り強い思考力を持つこと」を実現する。 

２．多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている児童・生徒に対して、本人の可変性／不変性を探究し続ける態度、およ

び、環境側の可変性／不変性を検討し続ける態度を身につける。 

  

授業の目標 

１）当事者研究の源流―マイノリティ当事者の実践（依存症当事者の自助活動と身体障害当事者の社会運動）の歴史と思想、お

よびその特徴を知る。 

２）当事者研究の歴史・思想・方法が説明できる。 

３）２つの障害の捉え方（医学モデルと社会モデル）について知り、それらの教育場面での現れ方について考察する。 

４）個人の可変性／不変性の境界を探る先行研究として発達障害の当事者研究を知る。 

５）発達障害の当事者研究から生まれた、環境の可変性／不変性の境界を探る取り組みとして、発達障害者による情報保障デ

ザインと多数派研究について知る。 

６）自己感という観点から当事者研究の理論を理解する。 

７）当事者研究の広がりとして教育現場における応用方法について知る。 

８）当事者研究の実践方法を学ぶグループワークに積極的に参加し、当事者研究の実践方法と態度の基礎を身につける。 

 

Purpose of the Class 

1. Realizing the policy for earning a degree in the College of Arts, “having flex and persistent thinking ability needed to 

understand other people.” 

2. Students taking this course will develop an attitude of continuously exploring individuals’ capabilities/consistencies as well as 

environmental capabilities/consistencies for pupils with different psychological characteristics and experiences from the 

majority of their peers. 

  

Class Objectives 

1) Students will know about the origin of research by relevant party --- the history, thought and characteristics of the practice 

of minorities (self-help effort by dependent person and physically disabled people’s social movements). 

2) Students will be able to explain relevant party’s research history, thoughts and methods. 

3) Students will know about two ways of considering disability (the medical model and the social model), and examine how these 

models appear in educational settings. 

4) Students will know about research by relevant parties on developmental disabilities as previous research on the border 

between mutability/immutability of individual person. 

5) Students will learn about information guaranteeing design by people with developmental disability as well as research by 

majority as efforts, derived from research on developmental disability by relevant party, to explore the border between 

mutability/immutability of environment. 

6) Students will understand, from the perspective of self-feeling, theses of research by relevant party. 

7) As an expansion of the research by relevant party, students will learn about application methods in educational settings. 

8) Students will actively participate in group work learning practice methods of research by relevant party, and become 

comfortable with the basics of these methods and attitudes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育には、可変性と不変性―どこまで本人が変化（発達・成長・学習）できるのか否か―という課題に向きあい続けるという一面

がある。しかし特に児童・生徒が多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている場合、どこまで多数派と同じゴールを目指し、

どこから独自の道を進んでいくのか、可変性と不変性の境界線の探究を常に突きつけられ続けることになる。この授業では、その

ような課題に対する１つの在り方として当事者研究を取り上げ、その知識と実践について講義する。 

 

Students will examine the aspect of facing the issue of mutability and immutability (how much can a person change [develop, 

grow, learn] or not?) in education. However, especially in cases when pupils and students have different psychological 
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characteristics and experiences from the majority of their peers, to what extent should these pupils and students have the 

same goals as the majority, and from what point should they take a different path? This class will continue to pierce the barrier 

between mutability and immutability. In this class, students will refer to research by relevant party as one way of addressing 

those issues, and the lectures will cover relevant knowledge and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回 イントロダクション：講師自己紹介／当事者研究とは／医学モデルと社会モデル／授業方針 

   ・グループワーク：弱さの情報公開 

（以下、受講生の人数・興味関心などによって変更する場合がある） 

2. 第２回 当事者研究の源流１：依存症者のセルフヘルプ・グループの歴史と特徴 

   ・グループワーク：無力を認める 

3. 第３回 当事者研究の源流２：身体障害者の自立生活運動の歴史と特徴 

   ・グループワーク：過剰な無力化 

4. 第４回 当事者研究の歴史１：当事者活動の系譜―エンパワメント・アプローチ 

   ・グループワーク：ワークシート１ エピソード 

5. 第５回 当事者研究の歴史２：当事者活動の系譜―アディクション・アプローチ 

   ・グループワーク：ワークシート２ 年表 

6. 第６回 当事者研究の方法 

   ・グループワーク：ワークシート３ パターン 

7. 第７回 個人の可変性を探る研究１：発達障害当事者研究―まとめあげ困難説 

   ・グループワーク：ワークシート４ 個人的／社会的要因 

8. 第８回 個人の可変性を探る研究２：発達障害当事者研究―うまく読めない･話せない 

   ・グループワーク：ワークシート５ 経験の共有 

9. 第９回 個人の可変性を探る研究３：発達障害当事者研究―こだわりの強さ・ぐるぐる思考 

   ・グループワーク：ワークシート６ 実験計画 

10. 第 10 回 社会の可変性を探る研究１：当事者研究から生まれた発達障害者向け情報保障デザインの提案 

   ・グループワーク：ワークシート７ 実験報告 

11. 第 11 回 社会の可変性を探る研究２：ソーシャル・マジョリティ研究―社会的多数派のデザインを探る 

   ・グループワーク：研究内容のわかちあい 

12. 第 12 回 当事者研究の実践報告 

   ・グループワーク：研究内容の報告発表 

13. 第 13 回 当事者研究と自己感 

   ・ワーク：講義のふりかえり（復習） 

14. 第 14 回 教育現場における当事者研究の応用 

   ・ワーク：最終レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は授業時間内に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/ワークへの参加状況(20%)/最終レポート(Final Report)(15%)/毎回のコメントペーパーの内容(15%) 

※2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾屋紗月・熊谷晋一郎共著、2008、『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』、医学書院 

2. 浦河ベてるの家、2005、『ベてるの家の「当事者研究」』、医学書院 

3. 上岡陽江・大嶋栄子共著、2010、『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 

4. 横塚晃一、2007、『母よ！殺すな』、生活書院 

5. 上野 一彦 (監修)、岡田 智 (編著), 中村 敏秀、森村 美和子、岡田 克己、山下 公司(著)、2014、『CD-ROM 付き 特別支

援教育をサポートする ソーシャルスキルトレーニング(SST)実践教材集』、ナツメ社 

6. 熊谷晋一郎編、2017、『みんなの当事者研究（臨床心理学増刊第 9 号）』、金剛出版 

7. 綾屋紗月編著、2018、『ソーシャル・マジョリティ研究―コミュニケーション学の共同創造』、金子書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・各授業の前半ではパワーポイントを使用した講義形式を中心とする。 

・各授業の後半では当事者研究の方法や態度を学ぶことを目的としたグループワークを行う。ただしグループワークでは、社交性

よりも研究的な好奇心や探究心が求められる。 

・リアクションペーパーについては次回授業開始時にフィードバックを行う予定。 

・資料の配付には BlackBoardを使用する。 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE317／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的に見た大学・高等教育の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
間篠 剛留(MASHINO TAKERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高等教育や大学に関する諸問題を思想的・歴史的な観点から理解し、自らの意見を論理的に述べることができる。 

 

Students will understand various issues involving higher education (high school and university) from philosophical and historical 

viewpoints. They will be able to express their own opinions logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の大学や高等教育をめぐる諸問題を概観したうえで、それらについて歴史的な視座から検討する。授業は予習レポートをも

とに学生同士の議論を活用しながら進めていく。また、学生による研究プレゼンの機会も設ける。これらを通して、自身が現在身

を置いている大学について省察的な検討を進めていきたい。 

 

By looking at various issues around contemporary higher education, students will exam these issues from a historic viewpoint. 

Class will be based around active discussions of students’ preparation reports. Students will also be given opportunities for 

research presentations. Through those discussions and presentations, students will be expected to continue reflectively 

examining the university where they themselves are currently studying. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、大学・高等教育の諸問題 

2. 大学での学びとアクティブラーニング 

3. 教養教育 

4. 経験の統合性とラーニング・コミュニティ 

5. 大学教授職の使命 

6. アメリカ高等教育史１ アカデミック・レボリューション 

7. アメリカ高等教育史２ 学生消費者主義 

8. アメリカ高等教育史３ from teaching to learning 

9. 初年次教育 

10. 大学の私事化 

11. サービスラーニング 

12. 大学と教員養成 

13. 授業内試験と相互討論 

14. まとめ―大学・高等教育の再検討― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 1 回・第 13 を除いて予習レポートを課す。予習レポートのフォーマットは Blackboard からダウンロードすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/予習レポート(24%)/授業内小レポート(26%)/研究プレゼン（又はレポート）(25%) 

履修者数によっては研究プレゼンを全員に課すことが現実的でないこともありうる。研究プレゼンをするかレポート（3000 字程度）

とするかについては、第 1 回授業で履修希望者数を確認して決定し、Blackboardで通知する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大学教育学会、『大学教育学会誌』 

2. 日本高等教育学会、『高等教育研究』 

3. 溝上慎一、2014、『アクティブラーニングと教授学修パラダイムの転換』、東信堂 

4. E.L.ボイヤー、1996、『大学教授職の使命』、玉川大学出版部 
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5. サラ・コナリー、マージット・ミサンギ・ワッツ、2010、『関係性の学び方』、晃洋書房 

その他、予習文献は適宜授業でアナウンスする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE318／現代教育の諸問題 ３ 

(Issues in Contemporary Education 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床とスクールソーシャルワーク 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 佳子(TSUCHIYA YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1)現代社会をめぐる事象とその背景の多様性について理解を深め、教育における諸問題の解決に必要な知識を得る。2)授業時

のディスカッションや、リアクションペーパーならびにレポートの作成・提出を通して、自身の考察を的確に表出する力を養う。 

 

1) Students will deepen their understanding about phenomena involving modern society and the diversity of relevant 

backgrounds, and acquire the necessary knowledge for tackling various issues in educational settings. 2) Through carrying out 

in-class discussions, along with writing and submitting reaction papers, students will develop the skills to express their own 

views accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、スクールソーシャルワーク実践にもとづく視点を手がかりにし、受講者同士のディスカッションを交えながら、現代

教育における課題や対応の実際について整理・検討していく。また、学校・地域の可能性に着目し、学校教育のみならず、社会へ

の関与や参画、社会デザインの必要性についても考察したい。 

 

In this class, students will develop perspectives on school social work practices, and while having discussions amongst 

themselves, develop a practical and clearly organized understanding of issues in modern education and how to address them. 

Also, focusing on the possibilities of schools and regions, students will be expected to consider not only school education but 

also contribution and planning for society and social design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：スクールソーシャルワークの視点 

2. 現代教育の課題（１）不登校・ひきこもり・非行① 

3. 現代教育の課題（１）不登校・ひきこもり・非行② 

4. 現代教育の課題（２）虐待・いじめ・ハラスメント① 

5. 現代教育の課題（２）虐待・いじめ・ハラスメント② 

6. 現代教育の課題（３）発達障害 

7. 現代教育の課題（４）部活動・体罰・学校事故 

8. 現代教育の課題（５）子どもの貧困 

9. 課題への対応（１）学校の可能性①生徒指導機能の活用と法律理解 

10. 課題への対応（２）学校の可能性②特別支援とインクルーシブ教育 

11. 課題への対応（３）学校の可能性③キャリア教育と自立・就労支援 

12. 課題への対応（４）学校の可能性④チーム援助・関係機関との連携・危機介入 

13. 課題への対応（５）地域の可能性②貧困克服のためのアクション・居場所づくり 

14. まとめと今後の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習:授業計画で示された事項について日常的に関心を持ち、授業に臨むこと。 

事後学習：授業で扱った内容について、自身の生活のなかで主体的な思考を深めること。 

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループディスカッションへの貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木庸裕編著、2015、『スクールソーシャルワーカーの学校理解』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623073795) 
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2. 鈴木庸裕編著、2018、『学校福祉とは何か』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623081233) 

3. 西野博之・山下英三郎著、2018、『居場所とスクールソーシャルワーク』、子どもの風出版会 (ISBN:9784909013026) 

その他、授業時に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE319／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 方向性とリズム -日本の絵本の特色- 

4. サイズと形 -モノが語ること- 

5. 種からアイディアへ -日常の気づきから- 

6. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

7. 絵本の世界をイメージする -見えないところを作り込む- 

8. 物語と展開 -プロットを考えてみる- 

9. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

10. 絵本の「ことば」 -小型ダミーで確かめる- 

11. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

12. 読めない絵本を読む -国境を超えて- 

13. 絵本と社会 -3.11 後の絵本- 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、ワークショップ（簡単な絵本の試作等）を適宜行う。 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE320／哲学的人間学 

(Phylosophical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
倫理学と認識論から人間について考える 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「哲学的人間学」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は次の二つです。（1）「福利とは何か」「知識とは何か」という問いのもと、私たちがふだんよく考えず受け入れてい

る事柄を吟味し、主体的かつ論理的に考える能力を養うと同時に、他人と議論する際に必要なマナーを身につける。（2）哲学の

初歩的な知識を習得しつつ、人間とは何であるかについて考える土台を形成する。 

 

This class has two objectives. (1) With questions like “What is welfare?,” “What is knowledge?,” by investigating the matters that 

we usually accept without thinking, students will develop the ability to think subjectively and logically as well as the ability to 

use the manners necessary for discussions with other people. (2) While acquiring the first steps of philosophical knowledge, 

students will form a thinking foundation for asking what humans are. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半（第 1 回〜第 6 回）は「福利とは何か」という倫理学的問題を検討し、後半（第 7 回〜第 14 回）は、「知識とは何か」という認

識論的問題を扱います。こうした問題に関する哲学的議論を紹介しつつ、授業内でディスカッションを行い、批判的かつ建設的な

議論のあり方を模索します。 

 

In the first half (classes 1–6), students will consider the ethical issue of “what is welfare?,” and in the second half (classes 7–

14), they will deal with the epistemological issue of “what is knowledge?” While being introduced to philosophical discussions 

regarding those issues, students will have in-class discussions and search for ways to critically and soundly discuss. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：倫理学 

2. 福利（Well-Being）という概念 

3. 福利の理論を概観する（1）快楽説・欲求充足説・達成説 

4. 福利の理論を概観する（2）真なる信念説・多元説 

5. 福利と死の関係について 

6. これまでのまとめ 

7. 導入：倫理学から認識論へ 

8. 懐疑論とその応答のいくつかについて 

9. 知識の定義 

10. 正当化とゲティア問題 

11. 内在主義と外在主義 

12. 基礎付け主義と整合説 

13. ア・プリオリな知識と知覚経験に基づく知識 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業内で次回授業の準備学習について指示する。たとえば、次回の授業内容に関連する論文を指定し、その内容について

の短いレポートないしコメントを事前に提出するよう求めるなど。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(20%)/授業内の発言(20%) 

テキストは使用しません。スライド資料は、後日 Blackboad にアップロードします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Ben Bradley. 2011. Well-Being and Death. Oxford University Press (ISBN:978-0199596256) 

2. Robert M. Martin. 2010. Epistemology: A Beginner's Guide . Oneworld Publications (ISBN:978-1851687329) 

3. シェリー・ケーガン、2018、『「死」とは何か イェール大学で 23 年連続の人気講義』、文響社 (ISBN:978-4866510774) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE321／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様性の時代における学習実践の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校を中心とした現在の日本の子どもたちが置かれた学習環境を批判的に検討し、困難な状況におかれた子どもたちを含む、

すべての子どもたちの発達支援に結びつく学習実践デザインを構想できるようになること。 

 

Students will critically consider the learning environments, particularly in schools, of Japanese children today, and be able to 

create learning practice designs to support all children’s development, including children in difficult situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビデオ映像をはじめさまざまな形で提示される学習実践事例を通して子どもたちの学習と発達のあり方について心理学的な理解

を目指す。現在の子どもたちの学習環境はどのようなものであろうか。それはそれぞれの子どもが自らを肯定し、積極的に社会

参加することを促すようなものになっているであろうか。まず日本の子どもたちの学校を中心とした現在の学習状況を確認し、そ

の後、自らの学習環境に困難を抱える子どもたちについて理解を深める。最後は、揺籃期にあるアートを生かした先進的で革新

的な学習実践を紹介し、新しい学習環境のデザインを構想する上でのアイデアを得ることができるようにする。これらを通して子

どもの発達に資する学習環境のデザインを受講者それぞれが描いてほしい。 

 

Through various forms for presenting learning practice case studies such as video images, students will aim for a psychological 

understanding of how children learn and develop. What are the learning environments for children today? Will they lead to 

affirmation from children themselves, and encourage active social participation? Students will first check today’s learning 

conditions, particularly in schools, of Japanese children, and then deepen their understanding of the problems in learning 

environments that are affecting children. Finally, the class will introduce advancing, revolutionary learning practices that use art 

in the early developmental stage, and enable students to get ideas for constructing new learning environment designs. Through 

these steps, students will be expected to draw various learning environment designs to benefit children’s development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学習実践の現状 （1） 自分の学習実践を振り返る 

3. 学習実践の現状 （2） 現代日本における子どもたちの学習意欲と幸福感 

4. 学習実践の現状 （3） 学校における学習実践の批判的検討 

5. 多様性の時代の学習実践課題 （1） 国際移動児教育の課題 

6. 多様性の時代の学習実践課題 （2） 国際移動児教育の課題 

7. 多様性の時代の学習実践課題 （3） 移民難民の教育課題 

8. 多様性の時代の学習実践課題 （4） 言語的文化的多様性の中の学習課題 

9. 多様性の時代の学習実践課題 (5) 言語的文化的多様性の中の学習課題 

10. 学習実践の革新 （1） アートと教育 

11. 学習実践の革新 (2) アートと障がい 

12. 学習実践の革新 （3） アートと学校教育 

13. 学習実践の革新 （4） 世界の革新的教育 

14. 最終授業時試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で文献を紹介することがあるが、それ以外にも関連する文献を図書館などで自主的に調べることが望まれる。授業で取り

上げた内容を他の履修者と議論して深めるのもよいだろう。学習実践の現代的課題を理解するためには参考文献を事前に読ん

でおくことが望ましい。 

Blackboard 上に参考文献や資料、授業にかかわる指示がなされることがあるので随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

3. 石黒広昭、2017、『街に出る劇場』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1588-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE322／教育社会学 ２ 

(Sociology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知の座標軸を習得する教育臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生一人ひとりが問題意識を持って現代の教育社会と人間のありように向き合うことができるよう、また、現代社会における

種々の教育問題を読み解く知の座標軸を習得することができるようにすることが講義の目標である。 

 

The goals of the course are for each student to have an awareness of the issues to be able to face the present state of 

modern educational society and people, as well as for students to be able to interpret various educational issues in modern 

society with an axis of knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育社会学に学ぶ上で知っておくべき主要な理論家、思想家の仕事（問題意識と理論化への道筋）に学びつつ、いじめ・不登校

問題、学力問題等々から最現在の教育・社会・文化的諸問題のありように至るまで、学問的な語り方と創造性の開発へと誘うこと

にしたい。 

 

In Sociology of Education, students will learn the work of the main theorists and thinkers (awareness of issues and the path to 

developing theories) as well as being invited to academically discuss and develop the creativity to handle issues ranging from 

bullying, non-attendance and learning ability issues to contemporary educational, social and culture issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カナリアとフクロウ（研究は業界にとって有益で意義のある情報を引き出すべき、なのか） 

2. 人づきあいは、なぜ大切か（ジンメルほか） 

3. まじめに働けば、人は救われるのか（ウェーバーほか） 

4. 自殺について考えよう（デュルケムほか） 

5. “私”とは“私たち”である（クーリー＆ミードほか） 

6. 地域を知り・振り返り・改善する（ハルハウスほか） 

7. エンパワメント・エンカレッジメントすることの大切さ（即興演劇の創造/演劇の知＝臨床の知） 

8. パフォーマンスを研究すること、相手の立場に立ってみること（竜安寺石庭など） 

9. 自律・共生の作法（リテラシーについて） 

10. 生きる希望（フォーラムシアター/応用演劇/問題解決の主体） 

11. 自由への賛歌（公民権運動/ウッドストック/新しい女性の創造） 

12. あたり前を読み解く方法（知覚の衝突/違背実験/エスノメソドロジー） 

13. 会話を分析すると何が見えてくるのか（自己執行カテゴリーと社会変革） 

14. 誰の立場に立つべきか（人間学としての教育臨床社会学） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に、必ずひとつ、教育について考え、問題と向き合ううえで有意味な語り方や実践の仕方が含まれています。毎回の授業

終了時に、自分なりに理解した内容をまとめ、次回の講義開始時に再度振り返り確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に指示した提出物(20%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AE323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE323／キリスト教と教育 １ 

(Christianity and Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AA369「キリスト教学１５（キリスト教と教育１）」と同一科目。重複履修不可。 

  

 ※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「キリスト教と教育１・２」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において，教育は，社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど，社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで，現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is a key point for social mechanisms and their changes. The more students deepen their 

understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By shining light 

on the Christianity as well as other religious issues related to education, students will consider the place and role of Christianity 

and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで，キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。日本の属するアジアにおける宗教教

育の問題にも可能な限り言及したいと考えているが，とりわけ今年度は，日本におけるミッション・スクールとキリスト教学校のあ

り方についての議論に重点をおく予定である。 

 

Students will choose a religious topic mainly related to Christianity from the various issues surrounding education. Japan is a 

part of Asia, and religious education issues in Asia will be referred to as much as possible. Especially in this academic year, the 

class is expected to emphasize discussing mission schools and Christian schools in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. ミッションスクール論の概観と問題の所在 

3. 日本における位置・役割の考察１ 

4. 日本における位置・役割の考察２ 

5. 日本における位置・役割の考察３ 

6. 私学としてのキリスト教学校と政教分離 

7. 日本のキリスト教学校：現状分析１ 

8. 日本のキリスト教学校：現状分析２ 

9. 日本のキリスト教学校：現状分析３ 

10. 日本のキリスト教学校：事例 

11. 日本のキリスト教学校：仮説的分類 

12. 日本のキリスト教学校：提言 

13. アジアのキリスト教教育 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また出席者のなかでのキリス

ト教学校の経験の有無、経験された教育内容等について講義時間内にたずねることがある（ただしプライバシーを尊重し、応える

か否かは各人に決めてもらう）  

 

注意事項（Notice） 
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■AE325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE325／現代教育の諸問題 ４ 

(Issues in Contemporary Education 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育とその改革 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育の成立とその改革の歴史を知り、これからの教育のあり方について考える。 

 

Students will know the history of school education establishment and revolution, and think about the education that has come 

from this. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校教育の成立とその改革の試みを、実践記録やビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider school education establishment and revolution using practical written records and video records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学校とはどのような場所か：学校と一斉授業の成立 

3. 学校改革の試み：進歩主義教育の系譜 

4. 日本における学校改革の試み：大正期の新教育 

5. 戦後の教育改革：島小学校の学校改革 

6. 学校教育の現代的課題：量的拡大から質保証へ 

7. 現代の学校改革の取り組み１：力のある学校 

8. 現代の学校改革の取り組み２：学びの共同体 

9. 保育とは何か：幼児教育の歴史 

10. 子どもとは誰か：子ども研究の歴史 

11. 幼児教育の現代的課題：質保証と学校化 

12. 幼児教育の改革：レッジョ・エミリアの幼児教育 

13. 幼児教育の改革：レッジョ・インスパイアの広がり 

14. 今後の教育を考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜必要な資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤学、2010、『教育方法学』、左右社 (ISBN:4903500349) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 
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文学部生以外は抽選登録 
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■AE326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE326／人間と哲学 １ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学とはどのような学問なのか 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU325「哲学概論 1」と同一科

目。重複履修不可。教育学科以外の学生は AU325で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学がヨーロッパの思想文化であることを深く知る。その上で、哲学が普遍的に機能することができるための条件を知る。哲学が

多様な内容を歴史的に展開してきたことを知る。哲学の学問文化全体に対する寄与と、人々の社会生活に対する直接的寄与を

知る。自ら哲学的に考え、それを応用して自分の知的関心および実生活に適用する方法を身につける。 

 

Understand in depth that philosophy is Europe’s ideological culture. In addition, learn the conditions that enable philosophy to 

function universally. Understand that philosophy has historically developed a wide variety of content. Learn about services that 

contribute to the overall academic culture of philosophy, and services that directly contribute to the lives of people in society. 

Think philosophically on your own and develop techniques for practically applying this thinking to your intellectual interests and 

real life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学が始まった時の原点を重視する意味で、ギリシャ哲学を比較的詳しく検討する。自然の成り立ちへの関心、存在者一般の成

立原理とそれをロゴス化しようとする発想、ロゴスの対話による真理探究、ロゴスの独自の世界、ロゴスと人間の知的能力との関

係、運命による支配とそれを制御しようとする人間のロゴスとの葛藤、などを見てゆく。その上で、現代人の哲学とのかかわりを自

覚するために 19 世紀から 20 世紀にかけて、ギリシャ哲学の発想がどのように継承されて、ヨーロッパ哲学が展開され続けてい

るのかを検討する。そしてヨーロッパから遠く離れた東アジアで哲学が有効であることを確認する。 

 

To give the starting point from which philosophy began serious consideration we will study Greek philosophy in a relatively 

detailed manner. We will look at topics such as, interest in nature’s origin, general principles for the formation of existing beings 

and ideas that attempt to link these principles to logos, seeking the truth based on dialogue of logos, the unique world of logos, 

the relationship between logos and people’s intellectual ability, control that is down to fate and the conflict that occurs from the 

logos of people trying to regulate this fated control. In addition, in order to gain awareness of the connection modern people 

have to philosophy, we will consider how Greek philosophical ideas have been passed along from the nineteenth to the twentieth 

century, and how European philosophy is continuing to develop. Then confirm that philosophy in East Asia, a long way away 

from Europe, is valid. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学全般の概観 

2. 哲学の原点としての自然哲学 

3. 自然と人間を結びつけるロゴス 

4. ロゴスによる対話の可能性(ソクラテスの活動) 

5. 純粋ロゴスの世界(プラトンのイデア論) 

6. 人間の認識能力におけるロゴス(アリストテレスの経験主義) 

7. 運命に抗うロゴス(ヘレニズム期哲学の倫理思想) 

8. ギリシャ哲学とは何であったか 

9. 近代哲学の開始(デカルトの主体主義) 

10. 啓蒙主義合理思想の光と影 

11. 自然科学のロゴス絶対主義 

12. 実存哲学の反ロゴス主義 

13. ニヒリズムと相対主義(ロゴスの揺らぎ) 

14. 哲学とは何であったか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントは事前に入手できるようにするので、予め読んでくること。毎回リアクションペーパーの提出を求めるが、事前学習の

質により、その内容が左右されるので、予めよく読んで考え、自分なりの聴きたいテーマを持って授業に臨むこと。授業終了後

は、授業で得た哲学の発想を自分の日常生活に映して、授業内容を具体的に追体験しておくこと。最終試験には、その成果が問

われる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE327／人間と哲学 ２ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
儒教の倫理思想 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU326「哲学概論 2」と同一科

目。重複履修不可。 

教育学科以外の学生は AU326で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学とは異なる思想枠組みの存在を認識し，哲学的思考の可能性を広げることができるようになることを目指して，東アジア

世界の伝統思想を代表する儒教の思想構造を理解する。 

 

Recognize the existence of a framework of thought that differs from western philosophy and aiming to become able to expand 

the potential of philosophical thinking, develop understanding of Confucian thought structure, which is a major part of traditional 

thinking in the East Asian world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

儒教の思想構造について，倫理思想にかかわる部分に重点を置いて解説する。教科書を用いて大枠を把握したうえで，その内

容にかかわる具体的な思想テクストの読解を組み合せることにより，立体的な理解を進めていく。 

 

Confucian thought structure will be explained with an emphasis on parts that involve ethical thought. Once we have used the 

textbook to grasp the general framework, we will read specific texts on thought that involves this studied content and promote 

multi-dimensional comprehension by combining understanding gained from reading the various texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 儒教とは何か 

3. 儒教道徳（１）：三綱五常を中心に 

4. 儒教道徳（２）：忠、孝を中心に 

5. 儒教における天の意味（１）：天と宗教性 

6. 儒教における天の意味（２）：死への対処 

7. 儒教思想の基本型 

8. 儒教的人格 

9. 儒教の規範（１）：経書 

10. 儒教の規範（２）：礼を中心に 

11. 儒教の社会観・政治観 

12. 儒教の地域的／時代的変容 

13. 現代における儒教 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard 上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/予習課題(20%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田健次郎、2011 年 2,808円、『儒教入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130506) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 小島毅、2017、『宗教の世界史５ 儒教の歴史』、山川出版社 (ISBN:9784634431355) 
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その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

Students will be introduced to the concept of comparative pedagogy, its significance and the current situation of the field. And 

when considering and discussing educational issues and educational policies, by looking at educational experiences of other 

countries, students can shine new light on their understandings. Also, by looking at results of comparative pedagogy, regarding 

other countries and regions, students should aim for a deeper understanding of not only education but also society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「比較教育学１」から引き続き比較教育学の理論・方法を概観するとともに，現状と課題を紹介する。さらに，比較教育学の主要な

成果を具体的に紹介していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本

講義では特に，欧米以外のいわゆる発展途上国に重点をおく予定である。 

 

Along with looking at comparative educational theories and methods continuing from “Comparative Education 1,” students will 

be introduced to the current situation and issues in the field. Furthermore, students will be introduced to the main results of 

comparative pedagogy in specific detail. The educational methods and various relevant issues of different countries and regions 

will be eligible for research, but various developing countries outside Europe and the Americas will be the primary focused 

during the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学の理論と方法１ 

4. 比較教育学の理論と方法２ 

5. アジア諸国１ 

6. アジア諸国２ 

7. アジア諸国３ 

8. アジア諸国４ 

9. アジア諸国５ 

10. アジア諸国６ 

11. その他の国１ 

12. その他の国２ 

13. その他の国３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を BLACKBOARD で知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。 

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, educational settings and at philosophical 

cafes in the city. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。 

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues in “Philosophy for Children,” and through 

accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of philosophical dialogues with 

these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a major role. Students should 

be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話か？ 

2. 哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテーションを行う） 

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業ごとのワークシート(80%)/最終論述(20%) 

ワークシートと最終論述のほかにも自主的な提出があれば追加点を記録します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN::9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 

3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN::9784309247014) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む） 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領を基準として、各学校において編成される教育課程について、その意義や編成の方法を理解するとともに、各学校

の実情に合わせてカリキュラム・マネジメントを行うことの意義を理解する。 

 

With the curriculum guidelines as the basis, along with understanding the significance and development methods of the 

education plan drawn up at each school, students will understand the significance of matching curriculum and management to 

each school’s situation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の歴史的な変遷から、教育課程の意義や編成の方法を理解する。また各学校の実情に合わせたカリキュラム・マ

ネジメントのあり方を検討する。 

 

Students will understand the historical changes to the curriculum guidelines and the significance and methods of creating 

education guidelines. Students will also consider the way the curriculum and management should be in order to suit each 

school’s particular situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育課程とは何か――学習指導要領の位置づけと教育課程編成の目的―― 

2. 学習指導要領の改訂の変遷①戦後新教育期 

3. 学習指導要領の改訂の変遷②現代化 

4. 学習指導要領の改訂の変遷③新しい学力観と生活科の導入 

5. 学習指導要領の改訂の変遷④生きる力と総合的な学習の時間の導入 

6. 学習指導要領の改訂の変遷⑤知識基盤社会と確かな学力 

7. 学習指導要領の改訂の変遷⑥主体的・対話的で深い学び 

8. 教育課程編成の基本原理――経験主義と系統主義―― 

9. 教科・領域横断的なカリキュラム編成 

10. 主体的なカリキュラム編成のあり方①長期的な視野に基づいた教育課程 

11. 主体的なカリキュラム編成のあり方②児童理解に基づいた教育課程 

12. 主体的なカリキュラム編成のあり方③学校・地域に基づいた教育課程 

13. カリキュラム・マネジメントの意義 

14. カリキュラム評価の理論と実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治編、2018、『よくわかる教育課程』〔第 2 版〕（やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ）、ミネルヴァ書房 (ISBN:

 9784623082698) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本授業では、特に、発達障害

と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供へ

の支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as physical weakness and disability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発発達障害の理解と支援(1)：自閉症スペクトラム 

5. 発達障害の理解と支援(2)：学習障害 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠陥多動性障害 

7. 思春期の発達障害 

8. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

9. 病弱教育の現状と課題 

10. 病弱児の心理 

11. 病弱児をめぐる諸問題：告知と就労支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 特別支援教育における保護者支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間~2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国立特別支援教育総合研究所、2015、『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』、ジアース教育新社 (ISBN:4863712979) 

2. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (（3 月刊行予定）) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 

2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 
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(ISBN:4054062962) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会文化歴史的アプローチの立場から、系統発生、社会史、個体発生といった三つのタイムスケールで人間の発達を理解する。 

 

Students will understand human development from a sociocultural-historical approach in three time scales of phylogeny, social 

history and ontogeny. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会文化歴史的（ヴィゴツキアン）アプローチによる精神発達理論を中心に、記号、特に言語を中心に発達心理学の基本的な知

見を紹介し、人間発達の特殊性を検討する。人間とその他の類人猿の違い、学校教育制度下の人々の心性などの検討を通して

ヒトの人間化の過程を知る。さらに遊び、言語を中心とした象徴機能の発達などを検討することで人間の個体発生過程について

の理解を深める。具体的事例を紹介したり、参加者と議論したりしながら進めることで理解の深化をはかる。 

 

Centering on developmental psychology using a sociocultural-historical approach (Vygotskian), students will be introduced to 

the basic knowledge of developmental psychology about symbols, especially language, and consider the particularity of human 

development. Through considering the differences between humans and other anthropoids, and the disposition of people under 

the school education system, students will learn about the process of human development. Furthermore, students will consider 

the development of symbolic functions, etc., focusing on play and language, and deepen their understanding of the process of 

developing human ontogeny. The class aims to introduce specific examples and to deepen students’ understanding as they 

participate and discuss. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 心の系統発生：進化の中の人(1) 

3. 心の系統発生：進化の中の人（2） 

4. 心の系統発生：進化の中の人（3） 

5. 心の系統発生：進化の中の人（4） 

6. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（1） 

7. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（2） 

8. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（3） 

9. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（4） 

10. 心の個体発生：乳幼児期の心性(1) 

11. 心の個体発生：乳幼児期の心性(2) 

12. 心の個体発生：乳幼児期の心性(3) 

13. 心の個体発生：乳幼児期の心性(4) 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

2. 田島信元他編、2016、『新・発達心理学ハンドブック』、福村書店 (ISBN:9784571230547) 
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3. 中島義明編、2001、『現代心理学理論事典』、朝倉書店 (ISBN:425452014X) 

4. 中島義明編、2012、『現代心理学事例事典』、朝倉書店 (ISBN:4254520174) 

5. 佐伯・佐々木編、2013、『アクティブ・マインド』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065108) 

6. トマセロ, M.、2006、『心とことばの起源を探る』、勁草書房 (ISBN:978-4326199402) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／現代教育の諸問題 １ 

(Issues in Contemporary Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
可変性／不変性の境界を探る当事者研究 

担当者名 

（Instructor） 
綾屋 紗月(AYAYA SATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の目的 

１．文学部学位授与方針に掲げる「他者を理解するための柔軟かつ粘り強い思考力を持つこと」を実現する。 

２．多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている児童・生徒に対して、本人の可変性／不変性を探究し続ける態度、およ

び、環境側の可変性／不変性を検討し続ける態度を身につける。 

  

授業の目標 

１）当事者研究の源流―マイノリティ当事者の実践（依存症当事者の自助活動と身体障害当事者の社会運動）の歴史と思想、お

よびその特徴を知る。 

２）当事者研究の歴史・思想・方法が説明できる。 

３）２つの障害の捉え方（医学モデルと社会モデル）について知り、それらの教育場面での現れ方について考察する。 

４）個人の可変性／不変性の境界を探る先行研究として発達障害の当事者研究を知る。 

５）発達障害の当事者研究から生まれた、環境の可変性／不変性の境界を探る取り組みとして、発達障害者による情報保障デ

ザインと多数派研究について知る。 

６）自己感という観点から当事者研究の理論を理解する。 

７）当事者研究の広がりとして教育現場における応用方法について知る。 

８）当事者研究の実践方法を学ぶグループワークに積極的に参加し、当事者研究の実践方法と態度の基礎を身につける。 

 

Purpose of the Class 

1. Realizing the policy for earning a degree in the College of Arts, “having flex and persistent thinking ability needed to 

understand other people.” 

2. Students taking this course will develop an attitude of continuously exploring individuals’ capabilities/consistencies as well as 

environmental capabilities/consistencies for pupils with different psychological characteristics and experiences from the 

majority of their peers. 

  

Class Objectives 

1) Students will know about the origin of research by relevant party --- the history, thought and characteristics of the practice 

of minorities (self-help effort by dependent person and physically disabled people’s social movements). 

2) Students will be able to explain relevant party’s research history, thoughts and methods. 

3) Students will know about two ways of considering disability (the medical model and the social model), and examine how these 

models appear in educational settings. 

4) Students will know about research by relevant parties on developmental disabilities as previous research on the border 

between mutability/immutability of individual person. 

5) Students will learn about information guaranteeing design by people with developmental disability as well as research by 

majority as efforts, derived from research on developmental disability by relevant party, to explore the border between 

mutability/immutability of environment. 

6) Students will understand, from the perspective of self-feeling, theses of research by relevant party. 

7) As an expansion of the research by relevant party, students will learn about application methods in educational settings. 

8) Students will actively participate in group work learning practice methods of research by relevant party, and become 

comfortable with the basics of these methods and attitudes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育には、可変性と不変性―どこまで本人が変化（発達・成長・学習）できるのか否か―という課題に向きあい続けるという一面

がある。しかし特に児童・生徒が多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている場合、どこまで多数派と同じゴールを目指し、

どこから独自の道を進んでいくのか、可変性と不変性の境界線の探究を常に突きつけられ続けることになる。この授業では、その

ような課題に対する１つの在り方として当事者研究を取り上げ、その知識と実践について講義する。 

 

Students will examine the aspect of facing the issue of mutability and immutability (how much can a person change [develop, 

grow, learn] or not?) in education. However, especially in cases when pupils and students have different psychological 
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characteristics and experiences from the majority of their peers, to what extent should these pupils and students have the 

same goals as the majority, and from what point should they take a different path? This class will continue to pierce the barrier 

between mutability and immutability. In this class, students will refer to research by relevant party as one way of addressing 

those issues, and the lectures will cover relevant knowledge and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回 イントロダクション：講師自己紹介／当事者研究とは／医学モデルと社会モデル／授業方針 

   ・グループワーク：弱さの情報公開 

（以下、受講生の人数・興味関心などによって変更する場合がある） 

2. 第２回 当事者研究の源流１：依存症者のセルフヘルプ・グループの歴史と特徴 

   ・グループワーク：無力を認める 

3. 第３回 当事者研究の源流２：身体障害者の自立生活運動の歴史と特徴 

   ・グループワーク：過剰な無力化 

4. 第４回 当事者研究の歴史１：当事者活動の系譜―エンパワメント・アプローチ 

   ・グループワーク：ワークシート１ エピソード 

5. 第５回 当事者研究の歴史２：当事者活動の系譜―アディクション・アプローチ 

   ・グループワーク：ワークシート２ 年表 

6. 第６回 当事者研究の方法 

   ・グループワーク：ワークシート３ パターン 

7. 第７回 個人の可変性を探る研究１：発達障害当事者研究―まとめあげ困難説 

   ・グループワーク：ワークシート４ 個人的／社会的要因 

8. 第８回 個人の可変性を探る研究２：発達障害当事者研究―うまく読めない･話せない 

   ・グループワーク：ワークシート５ 経験の共有 

9. 第９回 個人の可変性を探る研究３：発達障害当事者研究―こだわりの強さ・ぐるぐる思考 

   ・グループワーク：ワークシート６ 実験計画 

10. 第 10 回 社会の可変性を探る研究１：当事者研究から生まれた発達障害者向け情報保障デザインの提案 

   ・グループワーク：ワークシート７ 実験報告 

11. 第 11 回 社会の可変性を探る研究２：ソーシャル・マジョリティ研究―社会的多数派のデザインを探る 

   ・グループワーク：研究内容のわかちあい 

12. 第 12 回 当事者研究の実践報告 

   ・グループワーク：研究内容の報告発表 

13. 第 13 回 当事者研究と自己感 

   ・ワーク：講義のふりかえり（復習） 

14. 第 14 回 教育現場における当事者研究の応用 

   ・ワーク：最終レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲や課題は授業時間内に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/ワークへの参加状況(20%)/最終レポート(Final Report)(15%)/毎回のコメントペーパーの内容(15%) 

※2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾屋紗月・熊谷晋一郎共著、2008、『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』、医学書院 

2. 浦河ベてるの家、2005、『ベてるの家の「当事者研究」』、医学書院 

3. 上岡陽江・大嶋栄子共著、2010、『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 

4. 横塚晃一、2007、『母よ！殺すな』、生活書院 

5. 上野 一彦 (監修)、岡田 智 (編著), 中村 敏秀、森村 美和子、岡田 克己、山下 公司(著)、2014、『CD-ROM 付き 特別支

援教育をサポートする ソーシャルスキルトレーニング(SST)実践教材集』、ナツメ社 

6. 熊谷晋一郎編、2017、『みんなの当事者研究（臨床心理学増刊第 9 号）』、金剛出版 

7. 綾屋紗月編著、2018、『ソーシャル・マジョリティ研究―コミュニケーション学の共同創造』、金子書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・各授業の前半ではパワーポイントを使用した講義形式を中心とする。 

・各授業の後半では当事者研究の方法や態度を学ぶことを目的としたグループワークを行う。ただしグループワークでは、社交性

よりも研究的な好奇心や探究心が求められる。 

・リアクションペーパーについては次回授業開始時にフィードバックを行う予定。 

・資料の配付には BlackBoardを使用する。 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／現代教育の諸問題 ３ 

(Issues in Contemporary Education 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床とスクールソーシャルワーク 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 佳子(TSUCHIYA YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1)現代社会をめぐる事象とその背景の多様性について理解を深め、教育における諸問題の解決に必要な知識を得る。2)授業時

のディスカッションや、リアクションペーパーならびにレポートの作成・提出を通して、自身の考察を的確に表出する力を養う。 

 

1) Students will deepen their understanding about phenomena involving modern society and the diversity of relevant 

backgrounds, and acquire the necessary knowledge for tackling various issues in educational settings. 2) Through carrying out 

in-class discussions, along with writing and submitting reaction papers, students will develop the skills to express their own 

views accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、スクールソーシャルワーク実践にもとづく視点を手がかりにし、受講者同士のディスカッションを交えながら、現代

教育における課題や対応の実際について整理・検討していく。また、学校・地域の可能性に着目し、学校教育のみならず、社会へ

の関与や参画、社会デザインの必要性についても考察したい。 

 

In this class, students will develop perspectives on school social work practices, and while having discussions amongst 

themselves, develop a practical and clearly organized understanding of issues in modern education and how to address them. 

Also, focusing on the possibilities of schools and regions, students will be expected to consider not only school education but 

also contribution and planning for society and social design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：スクールソーシャルワークの視点 

2. 現代教育の課題（１）不登校・ひきこもり・非行① 

3. 現代教育の課題（１）不登校・ひきこもり・非行② 

4. 現代教育の課題（２）虐待・いじめ・ハラスメント① 

5. 現代教育の課題（２）虐待・いじめ・ハラスメント② 

6. 現代教育の課題（３）発達障害 

7. 現代教育の課題（４）部活動・体罰・学校事故 

8. 現代教育の課題（５）子どもの貧困 

9. 課題への対応（１）学校の可能性①生徒指導機能の活用と法律理解 

10. 課題への対応（２）学校の可能性②特別支援とインクルーシブ教育 

11. 課題への対応（３）学校の可能性③キャリア教育と自立・就労支援 

12. 課題への対応（４）学校の可能性④チーム援助・関係機関との連携・危機介入 

13. 課題への対応（５）地域の可能性②貧困克服のためのアクション・居場所づくり 

14. まとめと今後の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習:授業計画で示された事項について日常的に関心を持ち、授業に臨むこと。 

事後学習：授業で扱った内容について、自身の生活のなかで主体的な思考を深めること。 

授業時間外の学習に関する指示は必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループディスカッションへの貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業毎にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木庸裕編著、2015、『スクールソーシャルワーカーの学校理解』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623073795) 
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2. 鈴木庸裕編著、2018、『学校福祉とは何か』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623081233) 

3. 西野博之・山下英三郎著、2018、『居場所とスクールソーシャルワーク』、子どもの風出版会 (ISBN:9784909013026) 

その他、授業時に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 方向性とリズム -日本の絵本の特色- 

4. サイズと形 -モノが語ること- 

5. 種からアイディアへ -日常の気づきから- 

6. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

7. 絵本の世界をイメージする -見えないところを作り込む- 

8. 物語と展開 -プロットを考えてみる- 

9. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

10. 絵本の「ことば」 -小型ダミーで確かめる- 

11. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

12. 読めない絵本を読む -国境を超えて- 

13. 絵本と社会 -3.11 後の絵本- 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、ワークショップ（簡単な絵本の試作等）を適宜行う。 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

 

  



 - 608 - 

■AE421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様性の時代における学習実践の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校を中心とした現在の日本の子どもたちが置かれた学習環境を批判的に検討し、困難な状況におかれた子どもたちを含む、

すべての子どもたちの発達支援に結びつく学習実践デザインを構想できるようになること。 

 

Students will critically consider the learning environments, particularly in schools, of Japanese children today, and be able to 

create learning practice designs to support all children’s development, including children in difficult situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビデオ映像をはじめさまざまな形で提示される学習実践事例を通して子どもたちの学習と発達のあり方について心理学的な理解

を目指す。現在の子どもたちの学習環境はどのようなものであろうか。それはそれぞれの子どもが自らを肯定し、積極的に社会

参加することを促すようなものになっているであろうか。まず日本の子どもたちの学校を中心とした現在の学習状況を確認し、そ

の後、自らの学習環境に困難を抱える子どもたちについて理解を深める。最後は、揺籃期にあるアートを生かした先進的で革新

的な学習実践を紹介し、新しい学習環境のデザインを構想する上でのアイデアを得ることができるようにする。これらを通して子

どもの発達に資する学習環境のデザインを受講者それぞれが描いてほしい。 

 

Through various forms for presenting learning practice case studies such as video images, students will aim for a psychological 

understanding of how children learn and develop. What are the learning environments for children today? Will they lead to 

affirmation from children themselves, and encourage active social participation? Students will first check today’s learning 

conditions, particularly in schools, of Japanese children, and then deepen their understanding of the problems in learning 

environments that are affecting children. Finally, the class will introduce advancing, revolutionary learning practices that use art 

in the early developmental stage, and enable students to get ideas for constructing new learning environment designs. Through 

these steps, students will be expected to draw various learning environment designs to benefit children’s development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学習実践の現状 （1） 自分の学習実践を振り返る 

3. 学習実践の現状 （2） 現代日本における子どもたちの学習意欲と幸福感 

4. 学習実践の現状 （3） 学校における学習実践の批判的検討 

5. 多様性の時代の学習実践課題 （1） 国際移動児教育の課題 

6. 多様性の時代の学習実践課題 （2） 国際移動児教育の課題 

7. 多様性の時代の学習実践課題 （3） 移民難民の教育課題 

8. 多様性の時代の学習実践課題 （4） 言語的文化的多様性の中の学習課題 

9. 多様性の時代の学習実践課題 (5) 言語的文化的多様性の中の学習課題 

10. 学習実践の革新 （1） アートと教育 

11. 学習実践の革新 (2) アートと障がい 

12. 学習実践の革新 （3） アートと学校教育 

13. 学習実践の革新 （4） 世界の革新的教育 

14. 最終授業時試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で文献を紹介することがあるが、それ以外にも関連する文献を図書館などで自主的に調べることが望まれる。授業で取り

上げた内容を他の履修者と議論して深めるのもよいだろう。学習実践の現代的課題を理解するためには参考文献を事前に読ん

でおくことが望ましい。 

Blackboard 上に参考文献や資料、授業にかかわる指示がなされることがあるので随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

3. 石黒広昭、2017、『街に出る劇場』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1588-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育社会学 ２ 

(Sociology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知の座標軸を習得する教育臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生一人ひとりが問題意識を持って現代の教育社会と人間のありように向き合うことができるよう、また、現代社会における

種々の教育問題を読み解く知の座標軸を習得することができるようにすることが講義の目標である。 

 

The goals of the course are for each student to have an awareness of the issues to be able to face the present state of 

modern educational society and people, as well as for students to be able to interpret various educational issues in modern 

society with an axis of knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育社会学に学ぶ上で知っておくべき主要な理論家、思想家の仕事（問題意識と理論化への道筋）に学びつつ、いじめ・不登校

問題、学力問題等々から最現在の教育・社会・文化的諸問題のありように至るまで、学問的な語り方と創造性の開発へと誘うこと

にしたい。 

 

In Sociology of Education, students will learn the work of the main theorists and thinkers (awareness of issues and the path to 

developing theories) as well as being invited to academically discuss and develop the creativity to handle issues ranging from 

bullying, non-attendance and learning ability issues to contemporary educational, social and culture issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カナリアとフクロウ（研究は業界にとって有益で意義のある情報を引き出すべき、なのか） 

2. 人づきあいは、なぜ大切か（ジンメルほか） 

3. まじめに働けば、人は救われるのか（ウェーバーほか） 

4. 自殺について考えよう（デュルケムほか） 

5. “私”とは“私たち”である（クーリー＆ミードほか） 

6. 地域を知り・振り返り・改善する（ハルハウスほか） 

7. エンパワメント・エンカレッジメントすることの大切さ（即興演劇の創造/演劇の知＝臨床の知） 

8. パフォーマンスを研究すること、相手の立場に立ってみること（竜安寺石庭など） 

9. 自律・共生の作法（リテラシーについて） 

10. 生きる希望（フォーラムシアター/応用演劇/問題解決の主体） 

11. 自由への賛歌（公民権運動/ウッドストック/新しい女性の創造） 

12. あたり前を読み解く方法（知覚の衝突/違背実験/エスノメソドロジー） 

13. 会話を分析すると何が見えてくるのか（自己執行カテゴリーと社会変革） 

14. 誰の立場に立つべきか（人間学としての教育臨床社会学） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に、必ずひとつ、教育について考え、問題と向き合ううえで有意味な語り方や実践の仕方が含まれています。毎回の授業

終了時に、自分なりに理解した内容をまとめ、次回の講義開始時に再度振り返り確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業中に指示した提出物(20%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／現代教育の諸問題 ４ 

(Issues in Contemporary Education 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育とその改革 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育の成立とその改革の歴史を知り、これからの教育のあり方について考える。 

 

Students will know the history of school education establishment and revolution, and think about the education that has come 

from this. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校教育の成立とその改革の試みを、実践記録やビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider school education establishment and revolution using practical written records and video records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学校とはどのような場所か：学校と一斉授業の成立 

3. 学校改革の試み：進歩主義教育の系譜 

4. 日本における学校改革の試み：大正期の新教育 

5. 戦後の教育改革：島小学校の学校改革 

6. 学校教育の現代的課題：量的拡大から質保証へ 

7. 現代の学校改革の取り組み１：力のある学校 

8. 現代の学校改革の取り組み２：学びの共同体 

9. 保育とは何か：幼児教育の歴史 

10. 子どもとは誰か：子ども研究の歴史 

11. 幼児教育の現代的課題：質保証と学校化 

12. 幼児教育の改革：レッジョ・エミリアの幼児教育 

13. 幼児教育の改革：レッジョ・インスパイアの広がり 

14. 今後の教育を考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/グループ発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜必要な資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤学、2010、『教育方法学』、左右社 (ISBN:4903500349) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   
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（抽選登録 定員 30 名）  
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■AE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 



 - 615 - 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で、必要に応じて映像資料を活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In learning outline of the history of Japan (pre-modern history), we will gain the basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era, we will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters, research trends. As necessary, ways to examine historical sources or to 

search for literature will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/毎回のリアクションペーパー(15%)/授業内に指示した提出物(10%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDP を通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

GDP って何？ 

2. 三面等価の原則 

GDP と GNPの違いについて 

3. 名目 GDP と実質 GDP はどこが違うの？ 

GDPデフレータと計算 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. GDPの短期的変動：景気循環について 

7. 日本銀行が行う景気対策 

8. 物価と失業率の関係 

ニートをどう捉えるか？ 

9. GDPの長期的変動：経済成長 

10. 日本の経済成長の要因 

11. アジア諸国の経済成長：日本との比較から 

12. 何故豊かになれない国があるの？ 

13. 経済成長のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(20%)/課題提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 
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4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. 国家と政治体制について 

3. 政治体制の転換とその背景 

4. 民主主義、自由主義、自由民主主義 

5. 非自由民主主義体制の類型 

6. 日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前と戦後の断絶と連続 

7. （２）一党優位政党制の時代 

8. （３）1990 年以降の政治 

9. 政治と経済：貿易と貿易政策 

10. （１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. グローバリゼーションの中の日本 

14. まとめと最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

テキストは使用しません。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ハイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE771／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
------- 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2009 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆を志す学生が，研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しな

がら，最終的に優れた卒業論文を作成できるよう援助することを目的とする。 

 

Students who intend to write a graduation thesis will deepen their understanding of research content related to their main 

thesis topic. One goal of the class is that while solving issues they encounter relating to content or writing methods, students 

will receive help and support writing an excellent graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教授と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する。演習時間は個別に相談のうえ

で設定する。授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる。 

 

The class may include direct communication between students and instructing professor as needed, and students will deepen 

their understanding of research issues and finding solutions to their chosen issues. The seminar time will be set after individual 

counseling. The content of the class may change depending on the awareness of the issues of students writing their thesis 

papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討議２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作家の作品。 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF001／教育方法学 

(Teaching Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
より良い学びを支援するための子ども理解と対応方法 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 真晃(SUGIHARA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習にかかわる各種理論に基づく学習者理解と教育方法の在り方や、教育現場で起きうる諸課題に対する教育実践の在り方に

ついて知り、実践の素地を作ることを目指します。そのような活動を通して、問題を発見する力、情報を収集・分析する力、論理的

に考え・表現する力、公共性を身に付けることができ、現在、そして未来のより良い社会・より良い教育を創りだしていく基盤が身

に付きます。 

 

Based on various types of theories regarding learning, students will learn about practical education methods for pupil 

comprehension, education methods and issues that arise at educational settings, as well as aiming to lay real groundwork. 

Through those types of activities, students will gain competency in problem identification ability, information collecting and 

analysis skills, logical thinking, expression skills and the public nature of education, as well as developing the foundation for 

creating a better present and future society and education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主体的・対話的で深い学びとは何か、学び方をいかに学ぶか、学ぶ意欲や学ぶ技術などをいかに高めるか等についての各種理

論に基づく、学習者理解と教育の方法について検討します。また、学校現場で起きうる諸課題を事例で知り、それに対する実践

の在り方についても検討します。単に方法論を学ぶだけでなく、その目的や価値を問うことも行います。 

 

Students will consider pupil comprehension and educational methods based on various theories relating to the meaning of 

subjective and interactive learning, ways of learning, appetite for learning and learning techniques, etc., and how to increase 

these, etc. Also, students will know about case studies involving various issues that arise in educational settings. Students will 

not only learn about methodology but also inquire about goals and values. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。主体的・対話的で深い学びとは何か 

2. 学び方の学習 

3. 学習意欲を高める方法 

4. 時間と環境の活用 

5. 授業の効果的な受け方 

6. 授業デザイン、対話的・協同的な学びの支援 

7. 何のための学力・学習か 

8. 発達障害と教育方法 1 

9. 発達障害と教育方法 2 

10. インクルーシブな教育方法 

11. 事例検討 1：チームによる検討 1 

12. 事例検討 2：チームによる検討 2 

13. 事例検討 3：個人による検討 

14. まとめ、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、各回の授業で扱う資料を事前に読んできてください。 

事前に読み、 

「分からなかったので質問したい点、読んだ感想・考察」 

などをワークシートに記述してきてください。 

また、授業で扱った資料・学習内容について、次回の授業で確認テストを行いますので、復習もしっかりと行ってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のワークシート(50%)/レポート(20%)/事例検討課題（チーム・個人）(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グループ・ディダクティカ編、2019、『深い学びを紡ぎだす：教科と子どもの視点から』、勁草書房 (ISBN:4326251328) 

2. 辰野千壽、2006、『学び方の科学：学力向上に生かす AAI』、図書文化社 (ISBN:4810064735) 

3. ジョン・M. ケラー、2010、『学習意欲をデザインする: ARCSモデルによるインストラクショナルデザイン』、北大路書房 

(ISBN:4762827215) 

4. 田中耕治ほか、2012、『新しい時代の教育方法』、有斐閣 (ISBN:4641124795) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は予習を前提とします。 

予習をふまえて、授業内では質疑応答・意見交換を行います。 

「わからないこと」「もっと知りたいこと」をそのままにせず、ぜひ積極的に学びを進めていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF004／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. 

Students will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own 

experiences and feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 見えづらい困難―子どもの貧困― 

8. 見えづらい困難―子どもと性の多様性― 

9. 保護者との連携と保護者支援 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で指示したワークシート(20%)/各回のリアクションペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 春日井敏之・伊藤 美奈子編、2011、『よくわかる教育相談』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058785) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF005／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and 

philosophically, aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will understand 

the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students will be able 

to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. Students will be 

able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral education. Students 

will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. Through holding 

model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 

5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な
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内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領道徳編』、東洋館出版 (ISBN:449102376X) 

2. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

3. 河野哲也、2018、『じぶんで考え じぶんで話せる ： こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？』、日本図書センター (ISBN:428430447X) 

3. 小寺 正一・藤永 芳純、2009、『道徳教育を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790714047) 

4. 小玉重夫、2003、『シティズンシップの教育思想 』、白澤社 (ISBN:4768479065) 

5. B・クリック、2011、『シティズンシップ教育論: 政治哲学と市民』、法政大学出版局 (ISBN:4588603205) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF012／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動とは 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動１（活動の種類と指導計画） 

3. 学級活動２（指導内容と指導方法） 

4. 学級経営と学級活動の関係１（指導計画） 

5. 学級経営と学級活動の関係２（指導内容） 

6. 児童会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『小学校学習指導要領解説「特別活動編」  』、文部科学省 

テキストについては初回授業時に詳細について指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF013／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

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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■AF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法ａ 

(Teaching Methods: Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

Regarding learning content of science in elementary schools, students will consider instructional methods and course material 

development in science education through manipulation activities such as observation and experimentation based on specific 

occurrences and phenomena in line with overall content of the natural sciences of physics, chemistry, biology and geology. 

Finally, students will develop the basic qualities and skills for creating elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

While gaining practical familiarity with the basic contents and background scientific knowledge and techniques of two elementary 

science courses, “A. Matter/Energy,” and “B. Life/the Earth” through the lecture, students will carry out instruction of specific 

manipulation activities such as observation and experimentation as much as possible. The course will also cover specific 

lectures regarding course material research types and methods as well as methods for designing and evaluating science classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

5. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

6. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

7. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 生物の観察に関する教材研究（形態と分類） 

10. 太陽や月･星に関する教材研究 

11. 小学校理科の指導法について 

12. 小学校理科における評価について 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B 区分の内容） 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(40%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2013、『なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編』、東洋館出版社 
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参考文献（Readings） 

平成 24 年度あるいは 27 年度版 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ａ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校図画工作科における授業の目標や内容を理解し、つくりだす喜びを味わうため、様々な素材と行為の実際を踏まえた教材

研究と授業設計を行う方法を身につける。 

しかし、図画工作科の指導は教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくることも事実である。そのためこの授

業では、図画工作科自体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換（転回）」について理解す

ることがまず重要となる。 

 

Students will understand the goals and contents of elementary school arts and handcrafts classes, and in order to experience 

the joy of creating, become competent in methods of course material research and class design based on various, actual course 

materials and activities. 

However, instruction in arts and handcrafts varies significantly depending on the teacher’s way of thinking, feeling and 

embodiment. In this class for that purpose, diverse expressions held by arts and handcrafts will be laid out, and understanding 

the changes (inversions) required for teachers instructing these classes will be very important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。そして、その結節点に位置する

のが「造形遊び」である。 

後半は授業提案を行い、実践的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

In the first half of the class, based on curriculum guidelines, students will carry out analysis of “objectives and content,” 

“expression and appreciation,” “common matters,” “materials and implements,” etc., but what is most important is that students 

also must think about “the bodies of children” while backtracking to them. Also, at the same time, it is also necessary to 

connect the basics of modern and current arts, and to search out the nodes connecting yourself and education. Also, the 

placement of these nodes is “artistic play activities.” 

In the second half of the class, students will carry out class proposals, and try thinking about practical arts and handcrafts 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とはどのような教科か（１）」学習指導要領から考える 

2. 「図画工作科とはどのような教科か（２）」近代・現代美術との関連から 

3. 図画工作科とはどのような教科か（３）」子供の身体と造形表現活動から 

4. 図画工作科の内容「表現」 

5. 図画工作科の内容「鑑賞」 

6. ［共通事項］について 

7. 「教材・用具」について（素材と行為） 

8. 描画の発達過程、評価の考え方 

9. 教科書の調査、授業構想、教材研究、学習指導案作成のポイント等について 

10. 授業提案の構想 

11. 学習指導案の作成と授業提案（グループ１） 

12. 学習指導案の作成と授業提案（グループ２） 

13. 学習指導案の作成と授業提案（グループ３） 

14. 学習指導案の作成と授業提案（グループ４）  

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/リアクションペーパー、小レポート等(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

2. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:978-4-88303-229-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育科教育法 

(Teaching Methods: Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校体育科授業を実施するために授業指導案を作成し，実際に模擬授業を行うことで，小学校体育における指導上の留意点

について学習する。 

 

Students will create class lesson plans for carrying out elementary school physical education classes, and by conducting actual 

mock classes, learn points to remember for instructing elementary school physical education classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業指導案をもとに運動の楽しさを体験することや心身の健全な発達を目指したプログラムを計画する。その際には，安全確

保， 動機付けや個人差の考慮など，体を動かす実技指導特有の問題を踏まえた授業運営が必要となる。また，授業進行を考え

ると，児童を整列させることやグルーピングなど指示の出し方によって成果が違ってくる。このような点を考え，模擬授業終了後

に，振り返りの討論の時間を設ける。各授業の時間配分は以下の通りである。 

１．出席と模擬授業の準備，確認 15 分 

２．模擬授業 45 分 

３．振り返りの討論 25 分 

４．まとめ 5 分 

あらかじめ少人数のグループを作り「指導案の作成」「模擬授業」「模擬授業レポートの作成」を行っていく。授業は担当グループ

以外の学生が児童役で実施するものとする。模擬授業終了後，振り返りの討論で楽しく魅力的な体育授業について議論する。 

 

Based on their class lesson plans, students will plan a program aimed at letting pupils experience the fun of exercise and 

developing physical and mental health. At that time, it will be necessary to run a class that is based on problems specific to 

coaching athletics such as consideration of safety checks, motivation and individual differences, etc. Also, when students think 

about the progression of the class, they will get different results depending on how they give directions to line pupils up in rows 

or form groups, etc. Students will think about these kinds of points, and after completing a mock class will be given time to 

discuss their reflections on it. Each class will follow the below time schedule. 

1. Attendance check and mock class preparation and checking, 15 minutes. 

2. Mock class 45 minutes 

3. Reflection discussion 25 minutes 

4. Summary 5 minutes 

Students will make small groups in advance and carry out “writing instruction plans,” “mock classes,” and “writing reports on 

mock classes.” For class, students other than those in the group in charge will take on the roles of pupils. After finishing the 

mock class, students will have a reflective discussion about creating fun and appealing physical education classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよびグルーピング 

2. 模擬授業１ 

3. 模擬授業２ 

4. 模擬授業３ 

5. 模擬授業４ 

6. 模擬授業５ 

7. 模擬授業６ 

8. 模擬授業７ 

9. 模擬授業８ 

10. 模擬授業９ 

11. 模擬授業 10 

12. 模擬授業 11 

13. 模擬授業 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業のための準備（シミュレーション）を事前に十分行うこと。また，２回目以降は運動が出来る服装，靴に着替えて集合する
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こと。施設はポール・ラッシュ・アスレチックセンター地下２階アリーナ、４階多目的コート、地下１階プールを使用予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(40%)/指導実践内容(30%)/指導案レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

2. 鈴木直樹 他 編著、2013、『学び手の視点から創る小学校の体育授業』、大学教育出版 (ISBN:978-4-86429-243-6) 

3. 日本サッカー協会、2014、『サッカー指導の教科書』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03023-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職研究 

(Studies on Teaching Profession) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自らの「教育実践哲学」をつくりあげる 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会における教職の専門化を背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について身に付け、教職への意欲

を高めつつも、自らの適性を判断して進路選択に資する教職のあり方を理解する。 

 

With an awareness of education’s specialization in modern society, students will become competent in and heighten their 

awareness of the significance of teaching, the teacher’s role, quality proficiency and job content, as well as judging their own 

suitability and understanding the types of work they are choosing to do in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の学校教育や教職の社会的意義を理解し、教育改革の動向を踏まえて、今日の教員に求められる役割や資質能力および

教員の職務内容を理解する。さらに学校の役割が拡大する中で、学校が内外の専門家等と連携して対応する必要性について、

模擬授業も活用して具体的に理解する。 

 

Students will understand the social significance of modern school education and teaching work, and based on promoting 

educational advances, will understand the roles, skill proficiencies and job descriptions of teachers today. Furthermore, as the 

roles of schools expand, students will gain a specific understanding of the necessity of working together with specialists inside 

and outside the school through mock classes and activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション： 授業の目標、内容、運営方法、教材・資料、評価方法 

2. 教職とは何か（1） 公教育の目的と社会的存在としての教員 

3. 教職とは何か（2） 教職の意義と教職の置かれている社会的状況 

4. 教職とは何か（3） 教員の服務内容、服務上及び身分上の義務及び身分保障とその課題 

5. 教職への進路（1） 受講者の出会った教師たちと目指す教師観の形成 

6. 教職への進路（2） 大学における教員養成と求められる基礎的な資質能力 

7. 教職への進路（3） 教職の職業的特性と個人の適性 

8. 教師の仕事とは何か（1） 教育課程全体を通じての学習指導・生徒指導のあり方 

9. 教師の仕事とは何か（2） 学級経営と学級担任の意味 

10. 教師の仕事とは何か（3） 学校運営と学校分掌組織 

11. 教師の成長とは何か（1） 初任期における授業研究の方法・児童理解の方法 

12. 教師の成長とは何か（2） 教師のライフコースと学び続ける教師 

13. 教師の成長とは何か（3） 専門性としてのチーム学校とカリキュラム・マネージメント 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成（必要に応じて随時） 

復習としての毎回の感想文の提出（毎回） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回の感想文の提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 総説編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03461-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 保富三夫・砂田信夫編著、2018、『教職論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08185-1) 

2. 新しい学習指導要領を研究する会、2017、『平成 29 年度版 小学校新学習指導要領 Q&A』、明治図書 (ISBN:978-4-18-

119817-6) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ａ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｂ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｃ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／初等教育実習 

(Teaching Practices in Primary School) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 一男(MAEDA KAZUO) 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

稲田 素子(INADA MOTOKO) 

赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

田中 里佳(TANAKA RIKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践を通して，学校とそれを取り巻く状況や児童への理解を深めるとともに，授業づくりの体験的学習を通して、教師として

の力量形成の第一歩とする。また教職への適性を最終的に見定める。 

 

Along with deepening their understanding of schools, the situations surrounding them and children, through education practice, 

students will also take the first steps toward developing proficiency as teachers through classes that develop their abilities. 

Also, students will ultimately judge their suitability for becoming teachers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育実習は、事前指導、学校現場での教育実習、事後指導の 3つから成り立つ。 

事前指導では，指導担当教員との打合わせ，実習への心構えや諸注意に関する具体的な講義，現職教員による講話を予定して

いる。学校現場での教育実習は 4 週間とし、大学の担当教員は小学校に出向いて授業を参観、講評するなどを行う。事後指導

では，実習の振り返りと，教育問題についての講話を通して，各自の実習体験を対象化できるようにする。 

 

The teaching practicum is comprised of three parts: prior instruction, teacher practicum on-site at schools and follow-up 

instruction. 

In the prior instruction, students will meet with the instructing teacher in charge, have a specific lecture relating to practicum 

preparation and various points of caution, as well as attending a lecture from a current teacher. Students will have four weeks 

of teaching practicum on-site at a school, and the university instructor in charge will observe and evaluate their classes. In the 

follow-up instruction, students will reflect on the practicum, and through discussing education problems, each student’s 

practicum experience will be addressed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回事前指導－手続きの説明，実習担当教員との打合わせ 

2. 事前指導 

3. 第２回事前指導－実習の意義と位置づけ，児童理解・指導法などに関する講義 

4. 第３回事前指導－現職教員による講話 

5. 春学期教育実習 

6. 春学期教育実習 

7. 春学期教育実習 

8. 春学期教育実習 

9. 春学期事後指導 

10. 秋学期教育実習 

11. 秋学期教育実習 

12. 秋学期教育実習 

13. 秋学期教育実習 

14. 秋学期事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外に指導を受けたり、近隣の学校訪問をしたりすることがある。 

テキストをよく読んで理解しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習レポート(40%)/各学校での教育実習の取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『初等教育実習必携』『教育実習の記録』（大学から配布する） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．3 年次から既に事前指導が始まるのでそれらの授業にも必ず出席すること。 

２．事前事後指導、教育実習共に通常の授業以上の時間を必要とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ａ 

(Music: Vocal and Instrument 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音までを理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教

材を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, musical scales and the primary triads. Students 

will practice and perform piano pieces corresponding to their own abilities. Primarily focusing on common course materials, 

students will sing pieces from the elementary school course materials and accompany (lower grades of primary school). 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Theory and singing activities will be taught in a class setting. Individual piano lessons will be scheduled outside class time. For 

both, students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from elementary 

school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary school 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音までを理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教

材を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, musical scales and the primary triads. Students 

will practice and perform piano pieces corresponding to their own abilities. Primarily focusing on common course materials, 

students will sing pieces from the elementary school course materials and accompany (lower grades of primary school). 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Theory and singing activities will be taught in a class setting. Individual piano lessons will be scheduled outside class time. For 

both, students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from elementary 

school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary school 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音までを理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教

材を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, musical scales and the primary triads. Students 

will practice and perform piano pieces corresponding to their own abilities. Primarily focusing on common course materials, 

students will sing pieces from the elementary school course materials and accompany (lower grades of primary school). 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Theory and singing activities will be taught in a class setting. Individual piano lessons will be scheduled outside class time. For 

both, students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from elementary 

school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary school 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ａ 

(Music: Vocal and Instrument 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together. 

Students will understand harmonies and chord names, and accompany pieces from the course materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

Students will be instructed in skills and have lectures through actual performances regarding instrumental performance and 

conducting methods. Based on the knowledge and skills from Music: Vocal and Instrument 1, students will understand the 

makeup of harmonies and be able to explain them. Students will be taught to be able to look at chord names and perform simple 

accompaniment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together. 

Students will understand harmonies and chord names, and accompany pieces from the course materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

Students will be instructed in skills and have lectures through actual performances regarding instrumental performance and 

conducting methods. Based on the knowledge and skills from Music: Vocal and Instrument 1, students will understand the 

makeup of harmonies and be able to explain them. Students will be taught to be able to look at chord names and perform simple 

accompaniment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them together. 

Students will understand harmonies and chord names, and accompany pieces from the course materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

Students will be instructed in skills and have lectures through actual performances regarding instrumental performance and 

conducting methods. Based on the knowledge and skills from Music: Vocal and Instrument 1, students will understand the 

makeup of harmonies and be able to explain them. Students will be taught to be able to look at chord names and perform simple 

accompaniment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(25%)/ペーパーテスト(35%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ａ 

(Art Education 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 
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2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 677 - 

■AF142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ｂ 

(Art Education 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 
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2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ａ 

(Art Education 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

秋学期は立体的な造形活動を中心に、共同制作や環境へのアプローチまで内容を広げたい。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

During the fall semester, students will be required to broaden their range of collaborative creation and environmental 

approaches, centering on three-dimensional modeling activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、三元社 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ｂ 

(Art Education 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

By conducting elementary school arts and handcrafts classes, this course aims to teach students the most essential viewpoints 

and thought through various materials and experiences with those materials as well as observation experiences. The course also 

aims to give students a sense of the fun and significance of artistic expression activities through physical experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

秋学期は立体的な造形活動を中心に、共同制作や環境へのアプローチまで内容を広げたい。 

 

Learning content involving artistic expression in elementary school arts and handcrafts classes will be split into two types of 

activities, “artistic play activities” and “expressing pictures, models and crafts.” Especially in “artistic play activities,” even for 

the activities forming the basics of painting and handwork classes, the relevant theories and practice contents are not generally 

known. In this class, based on these types of realities, students will search for nodes between artistic activities and education 

centering on practical learning in order to backtrack to children’s bodies. 

During the fall semester, students will be required to broaden their range of collaborative creation and environmental 

approaches, centering on three-dimensional modeling activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/リアクションペーパー・作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

3. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、三元社 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名。 

2015 年度以前入学者のみ履修可。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法 b 

(Teaching Methods: Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

Regarding learning content of science in elementary schools, students will consider instructional methods and course material 

development in science education through manipulation activities such as observation and experimentation based on specific 

occurrences and phenomena in line with overall content of the natural sciences of physics, chemistry, biology and geology. 

Finally, students will develop the basic qualities and skills for creating elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

While gaining practical familiarity with the basic contents and background scientific knowledge and techniques of two elementary 

science courses, “A. Matter/Energy,” and “B. Life/the Earth” through the lecture, students will carry out instruction of specific 

manipulation activities such as observation and experimentation as much as possible. The course will also cover specific 

lectures regarding course material research types and methods as well as methods for designing and evaluating science classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

5. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

6. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

7. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 生物の観察に関する教材研究（形態と分類） 

10. 太陽や月･星に関する教材研究 

11. 小学校理科の指導法について 

12. 小学校理科における評価について 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B 区分の内容） 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(40%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2013、『なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』、東洋館出版社 
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2018 年 8 月 30 日付変更（変更理由：テキスト追加のため） 

 

参考文献（Readings） 

平成 24 年度あるいは 27 年度版 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校図画工作科における授業の目標や内容を理解し、つくりだす喜びを味わうため、様々な素材と行為の実際を踏まえた教材

研究と授業設計を行う方法を身につける。 

しかし、図画工作科の指導は教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくることも事実である。そのためこの授

業では、図画工作科自体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換（転回）」について理解す

ることがまず重要となる。 

 

Students will understand the goals and contents of elementary school arts and handcrafts classes, and in order to experience 

the joy of creating, become competent in methods of course material research and class design based on various, actual course 

materials and activities. 

However, instruction in arts and handcrafts varies significantly depending on the teacher’s way of thinking, feeling and 

embodiment. In this class for that purpose, diverse expressions held by arts and handcrafts will be laid out, and understanding 

the changes (inversions) required for teachers instructing these classes will be very important. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。そして、その結節点に位置する

のが「造形遊び」である。 

後半は授業提案を行い、実践的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

In the first half of the class, based on curriculum guidelines, students will carry out analysis of “objectives and content,” 

“expression and appreciation,” “common matters,” “materials and implements,” etc., but what is most important is that students 

also must think about “the bodies of children” while backtracking to them. Also, at the same time, it is also necessary to 

connect the basics of modern and current arts, and to search out the nodes connecting yourself and education. Also, the 

placement of these nodes is “artistic play activities.” 

In the second half of the class, students will carry out class proposals, and try thinking about practical arts and handcrafts 

classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とはどのような教科か（１）」学習指導要領から考える 

2. 「図画工作科とはどのような教科か（２）」近代・現代美術との関連から 

3. 図画工作科とはどのような教科か（３）」子供の身体と造形表現活動から 

4. 図画工作科の内容「表現」 

5. 図画工作科の内容「鑑賞」 

6. ［共通事項］について 

7. 「教材・用具」について（素材と行為） 

8. 描画の発達過程、評価の考え方 

9. 教科書の調査、授業構想、教材研究、学習指導案作成のポイント等について 

10. 授業提案の構想 

11. 学習指導案の作成と授業提案（グループ１） 

12. 学習指導案の作成と授業提案（グループ２） 

13. 学習指導案の作成と授業提案（グループ３） 

14. 学習指導案の作成と授業提案（グループ４）  

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/リアクションペーパー、小レポート等(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59011-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋功 他、2018、『美術教育概論（新訂版）』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-60103-0) 

2. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:978-4-88303-229-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ａ 

(Teaching Methods: Japanese Language) 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 惠子(AKIHO 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） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業

改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、受講者の経験してきた国語の授業を振り返る、グループの決定 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討 

3. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

4. 国語科の背景となる学問領域との関係 

5. 学習指導案作成のポイント、学習指導案の作成（1）（低学年の「話すこと・聞くこと」） 

6.  模擬授業のリフレクションのポイント、模擬授業（1）、学習指導案の作成（2）（中学年の「読むこと」文学的文章） 

7. 先行実践研究を批判的に検討するポイント、模擬授業（1）のリフレクション、模擬授業（2）、学習指導案の作成（3）（高学年

の「読むこと」説明的文章） 

8. 授業記録のポイント、模擬授業（2）のリフレクション、模擬授業（3）、学習指導案の作成（4）（低学年の「書くこと」） 

9. 模擬授業（3）のリフレクション、模擬授業（4）、学習指導案の作成（5）（中学年の「書くこと」） 

10. 模擬授業（4）のリフレクション、模擬授業（5）、学習指導案の作成（6）（高学年の「話すこと・聞くこと」） 

11. 模擬授業（5）のリフレクション、模擬授業（6） 

12. 模擬授業（6）のリフレクション、授業研究の意義と方法 

13. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント、まとめ 

14. 最終授業時 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前にメールで提出のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/学習指導案の内容(30%)/模擬授業とリフレクションの内容(20%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784304051685) 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）「国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ａ 

(Teaching Methods: Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法

を身につける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school social studies classes, and become competent in 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。 

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind social studies classes. After that, once students 

have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the mock 

classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：社会科のイメージ 

2. 学習指導要領における社会科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 社会科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）地理分野 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）歴史分野 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）公民分野 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 社会科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

別途、適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/模擬授業(40%)/グループワーク(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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■AF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ａ 

(Teaching Methods: Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と新しい時代の算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における数学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    数学の問題を見出し、解決し、振り返り概念化する活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 
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12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用数量関係』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） そして、本授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ａ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の授業づくり 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科らしい具体的活動や体験を通しての知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の涵養、学びに向かう姿勢の養成を具現

化できる授業づくりを目指していく。と同時に、生活科の授業を展開できる実践的な力量についての見通しを獲得する。 

 

This class aims to cultivate knowledge, skill acquisition, critical thinking skills, judgement skills, expressive skills and a positive 

stance toward learning in students that can be actualized in class through the experience of specific activities and experiences, 

which are appropriate for living environment studies. At the same time, students will focus on acquiring practical abilities to 

develop living environment studies classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の実践の成否は「材の魅力」「教師の出と待ち」「学級経営」の 3 点に集約される。 

その観点を意識しながら、生活科の授業方法と展開（学習指導案の検討）、教材開発について理解を深める。 

次にグループに分かれて、生活科の学習指導案を協同で作成し、模擬授業を行う。また他のグループの模擬授業の批評を通し

て、生活科についての特質を理解し、授業構想力を涵養すると同時に、授業分析への批評力を高める。 

 

Success or failure in practicing living environment studies classes is determined by three points: “appeal of materials,” “teacher 

effort and patience,” and “class management.” 

While being aware of those perspectives, students will deepen their understanding of life environment class methods and 

development (with consideration given to lesson planning) and course materials development. 

Next, students will be divided into groups, will create lesson plans collaboratively and conduct mock classes. Also, by critiquing 

mock lessons from other groups, students will understand the characteristics of living environment studies classes, and at the 

same time as developing class construction skills, also improve their critiquing skills through analyzing classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領の位置づけ 

3. 生活科教科書の分析 

4. 模擬授業と批評会 1 

5. 模擬授業と批評会 2 

6. 模擬授業と批評会 3 

7. 模擬授業と批評会 4 

8. 模擬授業と批評会 5 

9. 模擬授業と批評会 6 

10. 模擬授業と批評会 7 

11. 模擬授業と批評会 8 

12. 模擬授業と批評会 9 

13. 模擬授業と批評会 10 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成 

復習としての感想文の提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回の感想文の提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）生活科編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03464-5) 
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2. 田村 学編、2018、『平成 29年版 小学校学習指導要領の展開 生活編』、明治図書 (ISBN:978-4-183-28214-9) 

 

参考文献（Readings） 

適宜プリントを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ａ 

(Teaching Methods: Home Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、調理等）を多く取り入れ、

実習題材の教材研究を深めると同時に模擬授業も多く取り入れていく予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容・指導計画について（新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導方法と ICT の活用、学習指導案の作成や評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の３点は授業時間外の課題となる。１点目、模擬授業に向けての学習指導案の作成と教材研究（教材・教具作りを含む）、２

点目、実習教材「衣生活領域」における「生活を豊かにする物」の製作プラン。なお、衣生活領域の基礎・基本の技能の確認と作

品の製作は学校でのみの取り組みとする。したがって授業時間内に完了できない場合は、補習（補講を予定）への出席必須とな

る。３点目、実習教材「食生活領域」での献立作成と準備（グループでの課題となる） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業・発表(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(30%)/授業内確認小テスト

(30%)/授業への参加態度(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡邊彩子 他、2017、『新しい家庭 5・6』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-10490-1) 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池崎喜美恵 他、2009、『小学校家庭科授業研究』、教育出版 (ISBN:9784316802435) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ａ 

(Teaching Methods: Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物(40%)/模擬授業および授業への貢献(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』(5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Japanese Language) 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 惠子(AKIHO 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） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業

改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、受講者の経験してきた国語の授業を振り返る、グループの決定 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討 

3. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

4. 国語科の背景となる学問領域との関係 

5. 学習指導案作成のポイント、学習指導案の作成（1）（低学年の「話すこと・聞くこと」） 

6.  模擬授業のリフレクションのポイント、模擬授業（1）、学習指導案の作成（2）（中学年の「読むこと」文学的文章） 

7. 先行実践研究を批判的に検討するポイント、模擬授業（1）のリフレクション、模擬授業（2）、学習指導案の作成（3）（高学年

の「読むこと」説明的文章） 

8. 授業記録のポイント、模擬授業（2）のリフレクション、模擬授業（3）、学習指導案の作成（4）（低学年の「書くこと」） 

9. 模擬授業（3）のリフレクション、模擬授業（4）、学習指導案の作成（5）（中学年の「書くこと」） 

10. 模擬授業（4）のリフレクション、模擬授業（5）、学習指導案の作成（6）（高学年の「話すこと・聞くこと」） 

11. 模擬授業（5）のリフレクション、模擬授業（6） 

12. 模擬授業（6）のリフレクション、授業研究の意義と方法 

13. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント、まとめ 

14. 最終授業時 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前にメールで提出のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/学習指導案の内容(30%)/模擬授業とリフレクションの内容(20%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784304051685) 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法

を身につける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school social studies classes, and become competent in 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。 

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind social studies classes. After that, once students 

have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the mock 

classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：社会科のイメージ 

2. 学習指導要領における社会科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 社会科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）地理分野 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）歴史分野 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）公民分野 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 社会科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

別途、適宜指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/模擬授業(40%)/グループワーク(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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■AF173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と新しい時代の算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における数学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    数学の問題を見出し、解決し、振り返り概念化する活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 
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12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用数量関係』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実践演習） そして、本授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の授業づくり 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科らしい具体的活動や体験を通しての知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の涵養、学びに向かう姿勢の養成を具現

化できる授業づくりを目指していく。と同時に、生活科の授業を展開できる実践的な力量についての見通しを獲得する。 

 

This class aims to cultivate knowledge, skill acquisition, critical thinking skills, judgement skills, expressive skills and a positive 

stance toward learning in students that can be actualized in class through the experience of specific activities and experiences, 

which are appropriate for living environment studies. At the same time, students will focus on acquiring practical abilities to 

develop living environment studies classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の実践の成否は「材の魅力」「教師の出と待ち」「学級経営」の 3 点に集約される。 

その観点を意識しながら、生活科の授業方法と展開（学習指導案の検討）、教材開発について理解を深める。 

次にグループに分かれて、生活科の学習指導案を協同で作成し、模擬授業を行う。また他のグループの模擬授業の批評を通し

て、生活科についての特質を理解し、授業構想力を涵養すると同時に、授業分析への批評力を高める。 

 

Success or failure in practicing living environment studies classes is determined by three points: “appeal of materials,” “teacher 

effort and patience,” and “class management.” 

While being aware of those perspectives, students will deepen their understanding of life environment class methods and 

development (with consideration given to lesson planning) and course materials development. 

Next, students will be divided into groups, will create lesson plans collaboratively and conduct mock classes. Also, by critiquing 

mock lessons from other groups, students will understand the characteristics of living environment studies classes, and at the 

same time as developing class construction skills, also improve their critiquing skills through analyzing classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領の位置づけ 

3. 生活科教科書の分析 

4. 模擬授業と批評会 1 

5. 模擬授業と批評会 2 

6. 模擬授業と批評会 3 

7. 模擬授業と批評会 4 

8. 模擬授業と批評会 5 

9. 模擬授業と批評会 6 

10. 模擬授業と批評会 7 

11. 模擬授業と批評会 8 

12. 模擬授業と批評会 9 

13. 模擬授業と批評会 10 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成 

復習としての感想文の提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/毎回の感想文の提出(80%)/学習指導案の作成(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）生活科編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03464-5) 
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2. 田村 学編著、2017、『平成 29 年版 小学校学習指導要領の展開 生活編』、明治図書 (ISBN:978-4-183-28214-9) 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Home Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、調理等）を多く取り入れ、

実習題材の教材研究を深めると同時に模擬授業も多く取り入れていく予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容・指導計画について（新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導方法と ICT の活用、学習指導案の作成や評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の３点は授業時間外の課題となる。１点目、模擬授業に向けての学習指導案の作成と教材研究（教材・教具作りを含む）、２

点目、実習教材「衣生活領域」における「生活を豊かにする物」の製作プラン。なお、衣生活領域の基礎・基本の技能の確認と作

品の製作は学校でのみの取り組みとする。したがって授業時間内に完了できない場合は、補習（補講を予定）への出席必須とな

る。３点目、実習教材「食生活領域」での献立作成と準備（グループでの課題となる） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業・発表(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(30%)/授業内確認小テスト

(30%)/授業への参加態度(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡邊彩子 他、2017、『新しい家庭 5・6』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-10490-1) 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池崎喜美恵 他、2009、『小学校家庭科授業研究』、教育出版 (ISBN:9784316802435) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物(40%)/模擬授業および授業への貢献(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』(5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育方法学 

(Teaching Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
より良い学びを支援するための子ども理解と対応方法 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 真晃(SUGIHARA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習にかかわる各種理論に基づく学習者理解と教育方法の在り方や、教育現場で起きうる諸課題に対する教育実践の在り方に

ついて知り、実践の素地を作ることを目指します。そのような活動を通して、問題を発見する力、情報を収集・分析する力、論理的

に考え・表現する力、公共性を身に付けることができ、現在、そして未来のより良い社会・より良い教育を創りだしていく基盤が身

に付きます。 

 

Based on various types of theories regarding learning, students will learn about practical education methods for pupil 

comprehension, education methods and issues that arise at educational settings, as well as aiming to lay real groundwork. 

Through those types of activities, students will gain competency in problem identification ability, information collecting and 

analysis skills, logical thinking, expression skills and the public nature of education, as well as developing the foundation for 

creating a better present and future society and education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主体的・対話的で深い学びとは何か、学び方をいかに学ぶか、学ぶ意欲や学ぶ技術などをいかに高めるか等についての各種理

論に基づく、学習者理解と教育の方法について検討します。また、学校現場で起きうる諸課題を事例で知り、それに対する実践

の在り方についても検討します。単に方法論を学ぶだけでなく、その目的や価値を問うことも行います。 

 

Students will consider pupil comprehension and educational methods based on various theories relating to the meaning of 

subjective and interactive learning, ways of learning, appetite for learning and learning techniques, etc., and how to increase 

these, etc. Also, students will know about case studies involving various issues that arise in educational settings. Students will 

not only learn about methodology but also inquire about goals and values. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。主体的・対話的で深い学びとは何か 

2. 学び方の学習 

3. 学習意欲を高める方法 

4. 時間と環境の活用 

5. 授業の効果的な受け方 

6. 授業デザイン、対話的・協同的な学びの支援 

7. 何のための学力・学習か 

8. 発達障害と教育方法 1 

9. 発達障害と教育方法 2 

10. インクルーシブな教育方法 

11. 事例検討 1：チームによる検討 1 

12. 事例検討 2：チームによる検討 2 

13. 事例検討 3：個人による検討 

14. まとめ、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、各回の授業で扱う資料を事前に読んできてください。 

事前に読み、 

「分からなかったので質問したい点、読んだ感想・考察」 

などをワークシートに記述してきてください。 

また、授業で扱った資料・学習内容について、次回の授業で確認テストを行いますので、復習もしっかりと行ってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のワークシート(50%)/レポート(20%)/事例検討課題（チーム・個人）(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グループ・ディダクティカ編、2019、『深い学びを紡ぎだす：教科と子どもの視点から』、勁草書房 (ISBN:4326251328) 

2. 辰野千壽、2006、『学び方の科学：学力向上に生かす AAI』、図書文化社 (ISBN:4810064735) 

3. ジョン・M. ケラー、2010、『学習意欲をデザインする: ARCSモデルによるインストラクショナルデザイン』、北大路書房 

(ISBN:4762827215) 

4. 田中耕治ほか、2012、『新しい時代の教育方法』、有斐閣 (ISBN:4641124795) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は予習を前提とします。 

予習をふまえて、授業内では質疑応答・意見交換を行います。 

「わからないこと」「もっと知りたいこと」をそのままにせず、ぜひ積極的に学びを進めていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動とは 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動１（活動の種類と指導計画） 

3. 学級活動２（指導内容と指導方法） 

4. 学級経営と学級活動の関係１（指導計画） 

5. 学級経営と学級活動の関係２（指導内容） 

6. 児童会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『小学校学習指導要領解説「特別活動編」  』、文部科学省 

テキストについては初回授業時に詳細について指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 717 - 

■AF180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. 

Students will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own 

experiences and feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 見えづらい困難―子どもの貧困― 

8. 見えづらい困難―子どもと性の多様性― 

9. 保護者との連携と保護者支援 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内で指示したワークシート(20%)/各回のリアクションペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 春日井敏之・伊藤 美奈子編、2011、『よくわかる教育相談』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623058785) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and 

philosophically, aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will understand 

the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students will be able 

to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. Students will be 

able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral education. Students 

will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. Through holding 

model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 

5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な
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内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領道徳編』、東洋館出版 (ISBN:449102376X) 

2. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

3. 河野哲也、2018、『じぶんで考え じぶんで話せる ： こどもを育てる哲学レッスン』、河出書房新社 (ISBN:9784309248691) 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？』、日本図書センター (ISBN:428430447X) 

3. 小寺 正一・藤永 芳純、2009、『道徳教育を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790714047) 

4. 小玉重夫、2003、『シティズンシップの教育思想 』、白澤社 (ISBN:4768479065) 

5. B・クリック、2011、『シティズンシップ教育論: 政治哲学と市民』、法政大学出版局 (ISBN:4588603205) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF202／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会科教育の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
小薗 崇明(KOZONO TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科という教科の理論的枠組み（歴史、目的、方法）について基本的な知識を獲得することで、教科の意義と課題を把握す

ることができる。 

②社会科の教授法について、過去の実践から学ぶことでそれを具体的に構想できるようになる。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on practice records regarding ways of conducting social studies classes accumulated from 

post-war private education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育とはなにか 

3. 戦後教育と社会科教育の歴史(1) 

4. 戦後教育と社会科教育の歴史(2) 

5. 戦後教育と社会科教育の歴史(3) 

6. 社会科の学習指導要領 

7. 小学校・社会科の授業の方法論 

8. 中学校・社会科の授業の方法論 

9. 高校・日本史の授業の方法論 

10. 大学の歴史教育の方法論 

11. 社会科教育の方法論を巡る議論について 

12. 小・中学校の社会科の授業実践 

13. 高校・大学の日本史の授業実践 

14. 授業全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストをよく読み込んでおくこと以外に、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に

関する情報を入手し、自主的に理解を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 

テキストは授業の必読文献であり、理解を深めるために必ず入手すること。 

 



 - 722 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の序盤は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。中盤以降はテキス

トの発表や模擬授業などを個人・グループで行う予定である。なお、受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更

する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF206／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認（新学習指導要領の検討） 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育（生活文化を含む) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み） 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. ワークショップ：食文化を意識した調理実習 

13. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

14. まとめ（作品合評会、提出物の返却とフィードバック 等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップに関しての準備等がある。ワークショップに関しての準備に

は、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、調理実習に伴う献立作成と調理の準備、またプレゼンテーションの準備

等がある。授業時間内に製作活動が終了できない場合は、授業外での完成をが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内実施の確認小テスト(40%)/ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(20%)/授業への参加態度やリア

クションペーパー等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 
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参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2013、『生きる力をそなえた子どもたちーそれは家庭科教育から』、学文社 (97847620238) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科指導法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを進める。教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育

の役割と児童への指導・支援について、指導法の授業だけでは補えないものをフォローしていく予定である。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 727 - 

■AF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF251／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国語科教材を「深読み」する 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 惠子(AKIHO 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） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 国語科の「教材」とその教材に関する文献を読むことを繰り返すことによって、国語科の「教材」を多面的に理解する経験を積

む。それによって言葉の学習である国語科に関する自己の認識を深め、新たな「教材の面白さ」を知る。その上で国語科教育の

役割を理解する。 

 

By repeatedly reading Japanese language course materials and literature related to those materials, students will accumulate 

multidimensional understanding of Japanese language course materials. In this way, students will deepen their personal 

awareness of Japanese as a subject of studying language, and know about new interesting aspects of course materials. By doing 

the above, students will understand the role of Japanese language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校教員免許状取得のための科目である。国語科の授業を実施する際に、教科書の教材を「どのように」指導するかというこ

とは教師にとって重要な検討事項である。しかし、それ以前に、教師自身がその教材を「どう読んだか」、つまり、何処まで深くそ

の教材について考えたかということが、国語科の授業に大きく影響する。本授業では、国語科の「教材」を「深読み」する。8 種類

の「教材（主に教科書教材）」を採り上げ、受講者が子ども役で「授業」を体験する。その上で、その教材・領域にまつわる先行研

究を読み、「教材」を再考する。更に、それに対して「授業をする」という切り口で迫るにはどのようにしたらよいか、議論や表現（発

表）を通して検討する。 

 

This is a class for obtaining an elementary school teaching license. When conducting Japanese language classes, knowing how 

to teach with the textbook course materials is an important point of consideration for a teacher. However, before that, a 

teacher knowing how he or she has read those course materials, in other words, how deeply he or she has thought about those 

course materials, has a significant influence on a Japanese language class. In this class, we will do “deep reading” of Japanese 

course materials. We will consider eight types of course materials (mainly textbook course materials), and students will take on 

the roles of pupils in the class experience. Beyond this, students will also read previous researches regarding the course 

materials and the fields, and reconsider “course materials.” Furthermore, in approaching this from the angle of conducting 

classes, students will consider how classes should be taught, and consider this through discussion and expression 

(presentations). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、発表会のグループ決め 

2. 「スイミー」は怖い話？（1） 

3. 「スイミー」は怖い話？（2）：何処に着眼して「教材」を読むのか。 

「権狐」から「ごんぎつね」へ（1） 

4. 「権狐」から「ごんぎつね」へ（2）：「教材になる」とはどういうことか。 

物語創作という教材（1） 

5. 物語創作という教材（2）：ゼロからの創作は可能か。 

宮沢賢治と教科書教材（1） 

6. 宮沢賢治と教科書教材（2）：なぜ宮沢賢治作品が教科書教材になるのか。 

「教材深読み発表会」準備（1） 

7. 「深読み発表会」（1） 

戦争・災害関連教材を読む（1） 

8. 戦争・災害関連教材を読む（2）：国語科において「シビア」な内容にどう向き合うか。 

「話すこと・聞くこと」の教材（1） 

9. 「話すこと・聞くこと」の教材（2）：「話すこと・聞くこと」において何を「教材にする」か。 

「読書」の教材（1） 

10. 「読書」の教材（2）：「読書」をどのように教材化するか。 

「伝統的な言語文化」の教材（1） 

11. 「伝統的な言語文化」の教材（2）：「伝統的な言語文化」にどのようにして「親しむ」か。 

「教材深読み発表会」準備（2） 
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12. 「教材深読み発表会」（2） 

13. 「教材深読み発表会」のリフレクション 

14. 最終授業時 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動も行う授業である旨了解して受講すること。 

（3）発表会には事前準備が必要となるので、グループでの授業時間外の準備は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/「教材深読み発表会」の完成度(35%)/リフレクションペーパーの内容(15%) 

毎回リフレクションペーパーを提出してもらう。4 回欠席した時点で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

3. 秋保惠子、2015、『大正新教育と「読むこと」の指導： 奥野庄太郎の国語科教育』、溪水社 (ISBN:9784863272828) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF253／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現行指導要領（平成２０年度版旧指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を

知り、その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2008 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「現行指導要領における算数科の学習指導内容４領域」及び新指導要領の動向 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 数量関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 数量関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. 数量関係③「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ 新指導要領と目指す高次目標 

論理と情緒、科学的精神陶冶、、数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF254／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理科教育概論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

児童の発達を踏まえた、小学校理科の年間や単元、１単位時間の各レベルにおける指導計画の作成、実際の学習指導、その評

価、及び観察・実験の基礎技能や安全管理や安全指導などを含む理科教室経営などのそれぞれの能力を習得できるようにする

ことが目的である。 

 

Students will aim to be able to acquire various proficiencies such as making instructional plans (i.e. annual plans, individual 

lesson plans, and plans per unit time) for elementary science classes based on child development, doing actual teaching, 

evaluating and observing, as well as learning science class room management such as basic skills in experiments, safety 

management and safety instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科授業の全体像のおおまかな構造と、授業つくりの考え方をとらえることができるようにする。具体的には、大まかな単

元の指導計画と１単位時間レベルの本時案を作ることができるようにする。 

 

Students will be able to take on ways of thinking about creating classes and overall construction of elementary school science 

classes as a whole. Specifically, students will be able to make a general instructional plan for lessons and a timetable plan for a 

class hour per unit time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 何のために理科教育を行うのか（理科教育の目的）：小学校の教育課程の全体から理科教育の目的を

導出し、理科という教科の存在意義を明確にしていく。 

2. 理科教育で教えるべきことは何か（理科教育の目標）：戦後の小学校理科の目標の変遷をたどることから、時代とともに変

化している理科の目標を明らかにし、理科における普遍的な目指すべき目標を明確にしていく。 

3. 理科教育で教えることは何か（理科教育の内容）：戦後の小学校理科の内容の変遷をたどることから、理科における時代に

依存しない内容を明確にするとともに、現行の学習指導要領理科の内容の特徴とその意味を導出する。 

4. 学習指導要領理科の内容に関して、小学校と中学校の系統の一覧を作成を通して、小、中学校の内容的な系統性をとらえ

ることができるようにする。 

5. どのように理科の授業をつくり指導を行うのか（理科教育の方法）：児童の実態を発達的にとらえることから、年間や単元、１

単位時間の各レベルにおける指導計画の作成に関して解説する。また、１単位時間の学習指導計画を作成させ、実際の学

習指導を構想してもらう。そして、構想した学習指導案に基づいて、授業のシミュレーションを行い、学習指導案を改善して

いくという実習を行う。 

6. どのように理科の評価を行うのか（理科教育の評価）：集団準拠、あるいは目標準拠の評価方法、さたに観点別評価などに

ついて解説することから、評価の方法を獲得できるようにする。また、実際の授業を参観したり、授業の映像を見たりしなが

ら、教師の働きかけと児童の活動の様子の関係を分析することから、授業の評価の方法やよりよい授業の構成方法を獲得

できるようにする。 

7. 観察・実験の基礎技能：実際に観察・実験器具を用いて実習し、観察・実験器具を扱う場合の基礎技能を獲得できるように

する。また、児童がそれらの器具を安全に使用できるための教師の留意点を習得できるようにする。 

8. 理科室経営：理科の授業を行う上での安全についての考え方を実際に実習しながら、安全管理や安全指導を考慮した理科

室の経営のあり方を考察できるようにする。 

9. 小学校理科における観察・実験を行う意義について。小学校理科の内容を実習してもらい、その中での観察・実験をおこな

う意味を考察してもらう。 

10. 理科模擬授業（問題を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

11. 理科模擬授業（観察・実験の結果から結論を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

12. 指導略案の作成方法 

13. 教材と授業つくり 

14. 指導略案の作成について テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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日頃から学校教育で行われている活動をあらゆる場面を見つけて見たり聴いたりできるようにしてください。また、学校教育に関

わる情報には敏感になって欲しいです。 

 受講するまえに、その日の予定をみてテキスト等に目を通し、関連する事項を事前に調べておく様にしてください。その日の活

動を内容を考慮して服装なども気にかけてください。 

 受講後には、その日の学びの内容を整理し、疑問に思った点を自らも調べ補うようにしてください。特に、その日に扱った内容を

子どもが扱うことで子どもは何を獲得できるのかを考え整理をしておいてください。 

 今日の学びが、全体の本科目の構成の中のどのような位置にあるのかを予習や復習の段階でとらえていくことが大切です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の小レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2014、『なぜ理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、2017、『用学校学習指導要領解説理科編』、東洋館 

小学校理科の教科書必要に応じて使っていきます。 

 

参考文献（Readings） 

平成 29年 3 月告示の小学校学習指導要領並びに、平成 28 年 12 月に中央教委育審議会がだした答申。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小学校教員になることを目指している方は、是非とも受講してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF255／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の趣旨と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
小幡 肇(OBATA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科は 1989(平成元)年新設された教科であり、その教育理念や原理は、これまでの教科とは異なる点が多い。そこで、生活科

の理念や原理について理解するとともに、それを踏まえた生活科の特質や児童理解及び目標・内容・方法等、生活科教育の概

要を理解することができるようにする。 

 

Living environment class was newly established as a subject in 1989, and the current subject now has many differences in 

educational philosophy and principle. So in addition to understanding the philosophy and principles of living environment as a 

subject, students will be able to understand special qualities based on those, as well as concepts of living environment 

education such as child learning, objectives, contents, methods, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の教育理念や原理について学ぶとともに、学習指導要領の目標・内容・方法等の構成について学ぶ。そして、(1)から(9)ま

での各内容について、児童理解の方法及び学習の構想や授業の進め方等を考える。 

 

Along with studying about the educational philosophy and principles of living environment, students will also learn about the 

objectives, contents and methods described in the curriculum guidelines. Also, regarding the content of items 1 to 9, students 

will think about methods of pupil learning, class composition and class progression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科の教育理念や原理ー「子どもは力をもっている」ことに基づいて、学習を子どもに委ねることについて考える 

2. 生活科の目標ー教科目標の趣旨や資質・能力の３つの柱としての目標の趣旨をどう読み解くか 

3. 生活科の学年の目標及び内容ー学年の目標及び内容構成をどう読み解くか 

4. 生活科の学習の構想ー年間指導計画及び単元計画をどう作成するか 

5. 生活科の内容（1）「学校と生活」と学習指導ー実際に学内で見かけた様子を描いた絵を持ち寄って、対話する活動を経験

するとともに、生活科の学習の構想を考える 

6. 生活科の内容（2）「家庭と生活」と学習指導ー子どもが見つけた家の人の「気になること」を使って対話活動を行い、考えた

ことを学習作文として書く活動を経験するとともに、「子どもによる授業」について考える 

7. 生活科の内容（3）「地域と生活」（4）「公共物と公共施設の利用」と学習指導ー実際に地域で見かけた様子を描いた絵を持

ち寄って、対話する活動を経験するとともに、自分なりの学習の構想を考える 

8. 生活科の内容（3）「地域と生活」（4）「公共物と公共施設の利用」と学習指導及び評価ー実践事例を手がかりにして、子ども

をどう見取り、解釈し、どう誉めて育てるかを考える 

9. 生活科の内容（5）「季節の変化と生活」（6）「自然や物を使った遊び」と学習指導ー実際にやってみよう（身近な材料を持ち

寄っておもちゃを作る） 

10. 生活科の内容（8）「生活や出来事の交流」と学習指導ー実際にやってみよう（身近な材料を使って作ったおもちゃを使って

遊んだり発表したりする） 

11. 生活科の内容（7）「動植物の飼育・栽培と生活」」と学習指導ー実践事例を手がかりにして動植物の飼育・栽培を通して子ど

もはどのような問題発見・解決を歩むのかを考える 

12. 生活科の内容（8）「生活や出来事の交流」（9）「自分の成長」と学習指導ー各グループが創作したリレー小説のポスターを

準備し、ポスターセッションによる発表会を実施する 

13. 「自ら研究する余地を残す」学習指導（小幡による授業実践『気になる木のはっぱをふやそう』）ー奈良女子大学文学部附属

小学校の「学習法」に触れる 

14. 生活科の学習づくりについて各グループで考えたことのポスターを準備し、ポスターセッションセッションを行い、子どもを中

心とした学習について考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・学習指導要領解説の熟読 

・第 5 回「実際に学内で見かけ様子を描いた絵（画用紙）を準備し持ち寄る」、第 7 回「実際に地域で見かけ 

 た様子を描いた絵（画用紙）を準備し持ち寄る」 
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・第 9 回「おもちゃを作るために必要な身近な材料を準備し持ち寄る」 

・第 12 回と第 14 回のポスターセッションに必要なポスターを準備する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリフレクションペーパーの提出(30%)/授業への意欲的な取り組み（制作物の提出を含む）

(20%)/グループによるリレー創作小説の提出(10%) 

（初回）グループによるリレー創作小説用ノート 1 冊を準備し、執筆順に沿って創作小説を執筆し、次の執筆者に渡す 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 生活編』、東洋館出版 

2019 年 7 月 29 日付変更（変更理由：指定漏れのため）【変更前】「学習指導要領開設」 

 

参考文献（Readings） 

1. 小幡 肇、2003、『やれば出来る 子どもによる授業』、明治図書出版 (18-216111-4) 

2. 小幡 肇、2007、『そこが知りたい 「子どもがつながる学習指導」』、日本教育研究センター (ISSN:978-4-154-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

メールによる連絡先 

hobata@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

  



 - 735 - 

■AF402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会科教育の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
小薗 崇明(KOZONO TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科という教科の理論的枠組み（歴史、目的、方法）について基本的な知識を獲得することで、教科の意義と課題を把握す

ることができる。 

②社会科の教授法について、過去の実践から学ぶことでそれを具体的に構想できるようになる。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on practice records regarding ways of conducting social studies classes accumulated from 

post-war private education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育とはなにか 

3. 戦後教育と社会科教育の歴史(1) 

4. 戦後教育と社会科教育の歴史(2) 

5. 戦後教育と社会科教育の歴史(3) 

6. 社会科の学習指導要領 

7. 小学校・社会科の授業の方法論 

8. 中学校・社会科の授業の方法論 

9. 高校・日本史の授業の方法論 

10. 大学の歴史教育の方法論 

11. 社会科教育の方法論を巡る議論について 

12. 小・中学校の社会科の授業実践 

13. 高校・大学の日本史の授業実践 

14. 授業全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストをよく読み込んでおくこと以外に、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に

関する情報を入手し、自主的に理解を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 

テキストは授業の必読文献であり、理解を深めるために必ず入手すること。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の序盤は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。中盤以降はテキス

トの発表や模擬授業などを個人・グループで行う予定である。なお、受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更

する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AF406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認（新学習指導要領の検討） 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育（生活文化を含む) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み） 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. ワークショップ：食文化を意識した調理実習 

13. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

14. まとめ（作品合評会、提出物の返却とフィードバック 等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップに関しての準備等がある。ワークショップに関しての準備に

は、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、調理実習に伴う献立作成と調理の準備、またプレゼンテーションの準備

等がある。授業時間内に製作活動が終了できない場合は、授業外での完成をが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内実施の確認小テスト(40%)/ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(20%)/授業への参加態度やリア

クションペーパー等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 
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参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2013、『生きる力をそなえた子どもたちーそれは家庭科教育から』、学文社 (97847620238) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科指導法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを進める。教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育

の役割と児童への指導・支援について、指導法の授業だけでは補えないものをフォローしていく予定である。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AF453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現行指導要領（平成２０年度版旧指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を

知り、その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2008 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「現行指導要領における算数科の学習指導内容４領域」及び新指導要領の動向 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 数量関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 数量関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. 数量関係③「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ 新指導要領と目指す高次目標 

論理と情緒、科学的精神陶冶、、数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

 

  



 - 741 - 

■AF455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の趣旨と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
小幡 肇(OBATA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科は 1989(平成元)年新設された教科であり、その教育理念や原理は、これまでの教科とは異なる点が多い。そこで、生活科

の理念や原理について理解するとともに、それを踏まえた生活科の特質や児童理解及び目標・内容・方法等、生活科教育の概

要を理解することができるようにする。 

 

Living environment class was newly established as a subject in 1989, and the current subject now has many differences in 

educational philosophy and principle. So in addition to understanding the philosophy and principles of living environment as a 

subject, students will be able to understand special qualities based on those, as well as concepts of living environment 

education such as child learning, objectives, contents, methods, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の教育理念や原理について学ぶとともに、学習指導要領の目標・内容・方法等の構成について学ぶ。そして、(1)から(9)ま

での各内容について、児童理解の方法及び学習の構想や授業の進め方等を考える。 

 

Along with studying about the educational philosophy and principles of living environment, students will also learn about the 

objectives, contents and methods described in the curriculum guidelines. Also, regarding the content of items 1 to 9, students 

will think about methods of pupil learning, class composition and class progression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科の教育理念や原理ー「子どもは力をもっている」ことに基づいて、学習を子どもに委ねることについて考える 

2. 生活科の目標ー教科目標の趣旨や資質・能力の３つの柱としての目標の趣旨をどう読み解くか 

3. 生活科の学年の目標及び内容ー学年の目標及び内容構成をどう読み解くか 

4. 生活科の学習の構想ー年間指導計画及び単元計画をどう作成するか 

5. 生活科の内容（1）「学校と生活」と学習指導ー実際に学内で見かけた様子を描いた絵を持ち寄って、対話する活動を経験

するとともに、生活科の学習の構想を考える 

6. 生活科の内容（2）「家庭と生活」と学習指導ー子どもが見つけた家の人の「気になること」を使って対話活動を行い、考えた

ことを学習作文として書く活動を経験するとともに、「子どもによる授業」について考える 

7. 生活科の内容（3）「地域と生活」（4）「公共物と公共施設の利用」と学習指導ー実際に地域で見かけた様子を描いた絵を持

ち寄って、対話する活動を経験するとともに、自分なりの学習の構想を考える 

8. 生活科の内容（3）「地域と生活」（4）「公共物と公共施設の利用」と学習指導及び評価ー実践事例を手がかりにして、子ども

をどう見取り、解釈し、どう誉めて育てるかを考える 

9. 生活科の内容（5）「季節の変化と生活」（6）「自然や物を使った遊び」と学習指導ー実際にやってみよう（身近な材料を持ち

寄っておもちゃを作る） 

10. 生活科の内容（8）「生活や出来事の交流」と学習指導ー実際にやってみよう（身近な材料を使って作ったおもちゃを使って

遊んだり発表したりする） 

11. 生活科の内容（7）「動植物の飼育・栽培と生活」」と学習指導ー実践事例を手がかりにして動植物の飼育・栽培を通して子ど

もはどのような問題発見・解決を歩むのかを考える 

12. 生活科の内容（8）「生活や出来事の交流」（9）「自分の成長」と学習指導ー各グループが創作したリレー小説のポスターを

準備し、ポスターセッションによる発表会を実施する 

13. 「自ら研究する余地を残す」学習指導（小幡による授業実践『気になる木のはっぱをふやそう』）ー奈良女子大学文学部附属

小学校の「学習法」に触れる 

14. 生活科の学習づくりについて各グループで考えたことのポスターを準備し、ポスターセッションセッションを行い、子どもを中

心とした学習について考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・学習指導要領解説の熟読 

・第 5 回「実際に学内で見かけ様子を描いた絵（画用紙）を準備し持ち寄る」、第 7 回「実際に地域で見かけ 

 た様子を描いた絵（画用紙）を準備し持ち寄る」 
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・第 9 回「おもちゃを作るために必要な身近な材料を準備し持ち寄る」 

・第 12 回と第 14 回のポスターセッションに必要なポスターを準備する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリフレクションペーパーの提出(30%)/授業への意欲的な取り組み（制作物の提出を含む）

(20%)/グループによるリレー創作小説の提出(10%) 

（初回）グループによるリレー創作小説用ノート 1 冊を準備し、執筆順に沿って創作小説を執筆し、次の執筆者に渡す 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 生活編』、東洋館出版 

2019 年 7 月 29 日付変更（変更理由：指定漏れのため）【変更前】「学習指導要領開設」 

 

参考文献（Readings） 

1. 小幡 肇、2003、『やれば出来る 子どもによる授業』、明治図書出版 (18-216111-4) 

2. 小幡 肇、2007、『そこが知りたい 「子どもがつながる学習指導」』、日本教育研究センター (ISSN:978-4-154-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

メールによる連絡先 

hobata@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AL001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ａ 

(Arts and Humanities for Career Development a) 

担当者名 

（Instructor） 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad 上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard 上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ｂ 

(Arts and Humanities for Career Development b) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad 上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就業体験を通じて文学部での学びを深化させる機会を得る。また，キャリアデザインを考える機会とする。 

 

Students will gain opportunities to deepen their studies in the College of Arts through work experience. The class will also give 

them opportunities to think about career design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「職業と人文学」・「人文学とキャリア形成」の単位取得者対象。 

・春学期中に事前研修等を通じて，インターンシップへの参加目的を明確にし，必要な知識やスキルを体得する。夏季休暇中もし

くは秋学期中に派遣先で実際に就業体験を積んだ上で，秋学期に事後研修，レポート作成，体験報告会などを通して，インター

ンシップ研修の成果や今後の課題等を確認する。 

 

・Persons eligible to earn credits for "Occupations and the Humanities" and "Arts and Humanities for Career Development" 

・Through advance training, etc. during the spring semester, students will clarify their objectives in participating in internships, 

and will acquire the necessary knowledge and skills. During summer vacation or the fall semester, after gaining actual work 

experience at the accepting company, students will confirm the results of their internship training, future issues, etc. through 

follow-up training in the fall semester, report creation, and experience report meetings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 4 月 5 日（金） インターンシップ説明会 

 【時間】11:30～12:30 【教室】 X107 

 ※履修希望者は必ず出席すること。 

2. 4 月 6 日（土）～4月 11 日（木） 履修希望届提出期間 

4 月 11 日（木） 17：00 履修希望届締切 

3. 4 月 15 日（月）履修登録予定者発表 

4 月 18 日（木）履修登録予定者ガイダンス  

 【時間】12:25～13:05 

4. 5 月 9 日（木） 事前研修① 

 【時間】18：55～20：35 

5. 5 月 30 日（木） 事前研修② 

 【時間】18：55～20：35 

6. 7 月 4 日（木） 事前研修③ 

 【時間】18：55～20：35 

7. 7 月 18（木） 派遣前ガイダンス  

 【時間】12：25～13：05 

8. 7 月 18 日（木） 事前研修④ 

 【時間】18：55～20：35 

9. 8 月上旬～9 月 夏期インターンシップ（実質 10 日間以上） 

10. 9 月 履修登録（その他登録） 

11. 9 月下旬～12 月 秋期インターンシップ（実質 10 日間以上） 

12. 10 月 3 日（木） 事後研修① 夏期インターンシップ報告会・レポート提出 

 【時間】18：55～20：35 

13. 11 月 28 日（木） 事後研修② 

 【時間】18：55～20：35 

14. 1 月 9 日（木） 事後研修③ 秋期インターンシップ報告会・レポート提出 

 【時間】18：55～20：35 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期履修登録科目であるが、履修希望者は 4 月 5 日(金)の説明会（X107 教室 11:30～12:30）に必ず出席すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物(30%)/インターンシップ研修先の評価(20%)/レポート内容(30%)/体験報告会での報告内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 週目以降のガイダンス及び事前・事後研修の教室は、4月 5日（金）の説明会にて発表する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■AL106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／音楽学演習 ２ 

(Seminars in Musicology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩と音楽：声楽曲を分析しよう 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 康太(SATO KOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋言語による詩の基本を理解し、それと音楽の関係について考察することができるようになる。音楽作品について語る、および

書くことの基本を身につける。 

 

Students will learn the fundamentals of poetry in Western languages and to consider its relationship with music. Students will 

acquire the fundamentals of speaking and writing about works of music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では毎回声楽作品を１つか２つ取り上げ、その歌詞と音楽の関係について議論します。まず作品の歌詞を読み、その形

式と内容について考察を深め、その上で歌詞と音楽がどのような関係にあるのかを分析していきます。授業は受講者の発表を中

心に行い、参加者全員でそれについて議論をしながら理解を深めていきます。 

最初の数回で西洋の声楽作品の基礎を学んだ後、学期の前半は教員の指定する作品を教員と一緒に分析していきます（作品は

受講者の興味に応じて変更の可能性あり）。学期の後半は受講者各自が１つ作品を選び、それについて発表してもらいます。そ

して最終的には自分の選んだ作品についての分析を、レポートとしてまとめて提出してもらいます。なお人数が多い場合には、グ

ループでの発表になることがあります。 

 

This class will take up one or two vocal pieces each session and will discuss the relationship between the lyrics and the music. 

Students will first read the lyrics of the works, deepen their consideration of the form and content, and analyze the relationship 

between the lyrics and the music. Classes will center on presentations by course takers, and all participants will deepen their 

understanding through discussions. 

After studying the fundamentals of western vocal music works over the first few sessions, students and the faculty member will 

analyze works specified by the faculty member in the first half of the semester. (Selected works may change depending on 

students' interests.) In the second half of the semester, each student will select one work and give a presentation on it. Finally, 

students will create and submit a report on their analysis of their own selected works. If the number of participants is large, 

presentations may be performed in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入および教員による発表のデモンストレーション（シューベルト《糸をつむぐグレートヒェン》） 

2. 西洋の詩と音楽を読むための基礎知識：形式と韻律；発表順の決定 

3. マドリガーレ：ジェズアルド《私は死んでゆく》、シュッツ《苦い甘さ》 

4. ドイツ・リート：シューマン『詩人の恋』 

5. 宗教曲：バッハ《マタイ受難曲》 

6. オペラ①：ビゼー《カルメン》 

7. オペラ②：ヴァーグナー《ヴァルキューレ》 

8. 受講生の選んだ作品の分析発表① 

9. 受講生の選んだ作品の分析発表② 

10. 受講生の選んだ作品の分析発表③ 

11. 受講生の選んだ作品の分析発表④ 

12. 受講生の選んだ作品の分析発表⑤ 

13. 受講生の選んだ作品の分析発表⑥ 

14. 最終レポート講評および総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のための文献の読解および発表資料の作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での口頭発表(30%)/議論への参加度(30%) 

5 回以上の欠席は単位放棄と見なします。遅刻・早退は３回で欠席１回に換算。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの発表内容に従って授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

音楽や音楽史に関する深い知識は必要ありませんが、楽譜を用いた分析が授業の中心となります。楽譜が読めない（ト音記号お

よびヘ音記号で書かれた楽譜の音名とリズムが分からない）学生は、必ず初回の授業時に教員に相談すること。 

発表に際しては教員がサポートするので、自分の発表の一週間前までには必ず内容について相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 １ 

(Calligraphy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また，書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 1 日（木）、2日（金）、5 日（月）、6 日（火）、7日（水） 1 時限～3 時限 

教室：4353   
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■AL108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 ２ 

(Calligraphy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また， 書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 1 日（木）、2日（金）、5 日（月）、6 日（火）、7日（水） 4 時限～6 時限   

教室：4353 
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■AL109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／実作・実践研究 １ 

(Study on Artistic Creation 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画をつくるときに作者たちは何を考えているのか 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 30 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

Students will specifically consider the enjoyment of narrative films, taking the standpoint of creators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

When talking about the enjoyment of narrative films, we often use the words of critics, like "direction" and "screenplay." But to 

what do those words specifically point? 

In order to reconsider the "direction" and "screenplays" that everyone supposedly understands, this class will read scenarios 

from the viewpoint of creators, and will explore what "direction" means through the differences between the scenario and the 

finished work. 

As scenario analysis will be conducted in class, course takers should perform two tasks in advance. The first is to divide the 

drama into paragraphs to grasp its structure. The second is to guess the ideas for the starting point of the scenario from the 

standpoint of the scenario writer. 

The course hopes to properly address anyone who is not content with analysis alone and who wants to actually write a scenario 

or make a movie. The course will critique scenarios and will provide instruction on making a short film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL112／実作・実践講義 ２ 

(Lectures on Artistic Creation 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「形（かたち）」を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 健仁(MIWA KENJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術における，「形（かたち）」に注目した作品解釈の方法を学ぶ。 

 

Students will learn methods of interpreting works, with a focus on "form" in the arts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「形」に注目するとは，「何が（内容）」より「いかに（形式）」に，まず眼を向けてみることである。芸術作品を，「形」という視点から紹

介，分析することで，各々のジャンル（たとえば美術，映画，音楽など）がどのような「形式」的特質を持つかを探る。 

たとえば，「バラの花(内容)」は絵画でも，音楽でも，映画でも表現可能である。 

けれど，「いかに（形式）」という点で異なるために，結果としてできあがる「バラ」は，それぞれ独自の表現性（「絵画としてのバ

ラ」，「音楽としてのバラ」，「映画としてのバラ」）を持つことになる。 

毎回の講義では，さまざまな芸術作品（美術，建築，文学，音楽，映像，舞台芸術など)を取り上げ，とりわけ「制作のプロセス」，

「鑑賞のプロセス」，「作品と鑑賞者の関係」に注目しながら，各々の表現が持つ「形」の魅力について考察していく。 

 

Focusing on form means to look first at the "how" (the form) rather than the "what" (the content). By introducing and 

analyzing works of art from the perspective of form, the course will explore what formal characteristics are found in each genre 

(e.g., art, film, music, etc.). 

As an example, a rose (content) can be expressed in painting, music, or a movie. 

However, as differences occur in the "how" (form), each resulting rose has its own expressiveness ("rose as a painting," "rose 

as music," "rose as a movie"). 

Each lecture will take up various works of art (visual art, architecture, literature, music, video, performing arts, etc.) and focus 

on the process of production, the process of appreciation, and the relationship between work and viewer, while considering the 

appeal of the "form" possessed by each expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション｜この講義における「形」という語の定義について 

2. 絵画における「形」（1） 

3. 絵画における「形」（2） 

4. 絵画における「形」（3） 

5. 絵画における「形」（4） 

6. 絵画における「形」（5） 

7. 彫刻における「形」 

8. 建築における「形」 

9. 演劇における「形」 

10. ダンスにおける「形」 

11. 文学における「形」 

12. 映画における「形」 

13. アニメーションにおける「形」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示については，履修登録完了後に Blackboard 上などで履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(40%) 

欠席回数が授業実施回数の半分以上の場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AL201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL201／心理学 １ 

(General Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the science of mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は，ヒトのふるまいの原理や発達過程を検証することで意識やこころに迫ろうとしてきた。本講義では，まずこころの科学

が扱う対象やその基本的な方法について概説する。次いで、心理学における代表的な論争や実践の場を紹介することで、心理

学のテーマ（何を問題としているのか）について考える。 

 

Psychology has attempted to approach consciousness and the mind by examining the principles and the developmental 

processes of human behavior. The lectures will first outline the subjects dealt with by the science of the mind, and its 

fundamental methods. Following this, by introducing typical controversies and places of practice in psychology, the lectures will 

consider the themes of psychology (i.e., what issues it addresses). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学の源流 

3. 心理学の射程―意識をめぐって 

4. 心理学の方法―実験（１） 

5. 心理学の方法―実験（２） 

6. 心理学の方法―観察（１） 

7. 心理学の方法―観察（２） 

8. 心理学の方法―質問紙・面接（１） 

9. 心理学の方法―質問紙・面接（２） 

10. こころの発達（１） 

11. こころの発達（２） 

12. 遺伝 vs.環境論争 

13. 個人差と個性 

14. 授業のまとめとレポート試験について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboard での電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。 

受講にあたっては秋学期「心理学２」を続けて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参考文献の提示

などに Blackboard を使用する。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 761 - 

■AL202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL202／心理学 ２ 

(General Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を学び、それらを歴史的背景と関連付けて理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge concerning the science of the mind, and will understand this in relation to its 

historical background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，心理学史における代表的な立場について具体的な研究を紹介し、またシンプルな実験を実際に体験することで、そ

の理論的背景の理解を目指す。また各立場の相違や論争を概説し、それらを通して心理学の基本的な問題の理解を目指す。 

 

The lectures will introduce specific research on representative perspectives in the history of psychology, and will aim to 

understand its theoretical background through actual experience with simple experiments. The course will also outline the 

differences and controversies of each position, and through these will aim to understand the fundamental issues of psychology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学成立前史 

3. 実験科学としての心理学と精神分析学 

4. ゲシュタルト心理学（１） 

5. ゲシュタルト心理学（２） 

6. 行動主義 

7. 新行動主義 

8. 認知心理学（誕生の背景と特徴） 

9. 問題解決 

10. 記憶と想起 

11. ヒューマンエラー 

12. 認知科学の転回 

13. 生態心理学（１） 

14. 生態心理学（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboard での電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。。提出フォーマット等については授業中に指示するので留意すること。 

受講にあたっては春学期開講の「心理学１」に続いて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木正人、2015、『新版アフォーダンス』、岩波書店 (ISBN:978-4000296342) 

2. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

3. 梅本尭夫, 大山正、1994、『心理学史への招待―現代心理学の背景 (新心理学ライブラリ) 』、サイエンス社 (ISBN:978-

4781907208) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参考文献の提示
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などに Blackboard を使用する。  

 

注意事項（Notice） 
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■AL203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 １ 

(Information Processing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア入門「伝える」をテーマにした情報処理の講義 

担当者名 

（Instructor） 
小山 洋行(KOYAMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報や意図などを「より良く伝える」ための多様な観点を認識する。そして昨今のデジタル関連の興味深い内容や事例から、デジ

タル情報技術の関心の幅を広げる。将来の情報化社会や情報技術をより深く学ぶためのステップになることを目的とする。 

 

Students will recognize diverse points of view for better conveying information, intentions, etc. They will also broaden their 

breadth of interest in digital information technology, drawing on recent interesting digital content and examples. The course 

aims to serve as a step toward learning more about information technology and the information society of the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディア入門と題して生活の中のデジタル技術とそれに関わる仕組み、問題点などを解説していく。デジタル情報機器や技

術に関しての知識や、それと密接に関わっている「デザイン」や「アート」さらに「メディアリテラシー」の知識を深める。皆さんの素

朴な疑問などもとりあげて解説する予定。講義形式で行い、実習はありません。 

 

Under the title of Introduction to Multimedia, the course will explain the digital technology in our lives, related mechanisms and 

issues, etc. Students will deepen their knowledge of digital information equipment and technologies, and as well as the deeply 

connected matters of “design,” “art,” and “media literacy.” The course will provide explanations in response to students' simple 

questions. It will be conducted in lecture format, without practical work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明、オリエンテーション 

2. ハードウエア 

3. インターフェイス 

4. ソフトウエア 

5. DTP 

6. グラフィックデザイン（構図、色彩） 

7. コンピュータグラフィックス、アニメーション 

8. WEB デザイン 

9. インターネット・ネットワーク技術（１） 

10. インターネット・ネットワーク技術（２） 

11. デジタルデータ、映像などの圧縮技術 

12. 放送 

13. 携帯端末 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および受講態度(50%)/課題(10%) 

３／４以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 ２ 

(Information Processing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理入門 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的な情報技術の習得を目指します。 

 

It aims to provide training in fundamental information technologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報の表現方法、処理方法、利用方法を学ぶことは、学生として、また今後社会人として活躍するためにも重要です。本授業で

は、情報リテラシーを演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Learning how to express, process, and use information is important for activity as a student and later as a working member of 

society. Through exercises in this class, students will learn methods for acquiring and skillfully using information literacy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、情報倫理とセキュリテイー、Microsoft Windows の基本操作 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 既存のデータを利用した文書の作成 

6. 表計算の基本操作 

7. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

8. 数式・関数を活用した集計表の作成 

9. グラフの基本 

10. プレゼンテーションの企画 

11. わかりやすいストーリー構成 

12. センスアップするレイアウトデザイン 

13. イメージを伝えるイラスト・写真活用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2013、『情報利活用コンピュータリテラシーOffice2013/2010 対応』、日経 BP社 

 

参考文献（Readings） 

ガイダンスで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ａ 

(Information Processing 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため，全てコンピュータ教室で実施する。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, all classes will be conducted in the computer room. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式・テーマ変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPoint上での表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置，連動 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboard より提出する。 

説明には視覚資料（投影した PowerPoint 画面）を中心に用いるが板書も併用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 768 - 

■AL206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ａ 

(Information Processing 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成上の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料の構成要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者の

前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表の内容と展開の整理・説明ポイントのグループ化 

2. 講評・ポイントの抽出と差別化を強調する要素 

3. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

4. ボックス型の図形を利用したポイントの関係性可視化 

5. 講評・項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用したポイント関係性の強調 

7. 講評・関係性のパターン及び強弱と線の特徴 

8. 色による項目関係性の強調とデザイン変更 

9. 講評・色の心理的効果とスライドの統一感，光媒体上の見やすさ 

10. インターネット上の画像利用と著作権 

11. 画像を利用した表現・印象強化と項目の具体化 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

PowerPointによる視覚資料を中心とするが板書も併用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL207／ギリシア語 １ 

(Greek 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、本講義と秋学期に開講されるギリシア語２とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 2, to be 

offered in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、新たな文法項目

の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

Students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will consist of answers to and explanations 

of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. Quizzes on declensions and conjugations 

will also be given. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２）、アクセント 

3. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（１）、定冠詞 

4. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（２） 

5. ω動詞：直説法能動相現在・未来 

6. ω動詞：直説法能動相未完了過去・アオリスト 

7. ω動詞：直説法能動相第 2 アオリスト 

8. 前接辞・後接辞、疑問代名詞・不定代名詞ほか 

9. 第 3 変化名詞：子音幹（１） 

10. 第 3 変化名詞：子音幹（２） 

11. 第 3 変化名詞（３）：母音幹、関係代名詞 

12. 指示代名詞、強意代名詞 

13. 形容詞と副詞の比較 

14. 母音融合動詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題(35%)/小テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL208／ギリシア語 ２ 

(Greek 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、春学期に開講されるギリシア語１と本講義とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。春学期に開講されるギリシア語１の内容を履修者が習得済みであ

ることを前提とするので、注意されたい。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 1, to be 

offered in the spring semester. This course assumes that students have already learned the content of Greek 1, offered in the 

spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、

新たな文法項目の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

Continuing from the spring semester, students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will 

consist of answers to and explanations of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. 

Quizzes on declensions and conjugations will also be given. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流音・鼻音幹動詞の未来、人称代名詞 

2. 第 3 変化形容詞 

3. μι動詞の直説法能動相現在・未完了過去・アオリスト 

4. ω動詞の能動相現在・未来・第 2 アオリスト分詞 

5. ω動詞の能動相第 1 アオリスト分詞、μι動詞の能動相現在・第 2 アオリスト分詞 

6. 接続法能動相現在・アオリスト 

7. 希求法能動相現在・未来・アオリスト 

8. 直説法中・受動相現在、直説法中動相未来 

9. 直説法中・受動相未完了過去、直説法中動相アオリスト 

10. 接続法中・受動相、希求法中・受動相 

11. 受動相アオリスト・未来 

12. 完了・過去完了・未来完了 

13. 命令法 

14. 特殊なアオリスト、動形容詞、動詞の主要部分、数詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題(35%)/小テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL209／ラテン語 １ 

(Latin 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。春学期では教科

書の前半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the first half of the textbook in the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の導入、発音とアクセント 

2. 動詞の活用（現在形） 

3. 名詞の活用（第一、第二） 

4. 形容詞の活用（第一、第二） 

5. 動詞の活用（未完了過去、未来） 

6. 前置詞、不定詞 

7. 名詞の活用（第三） 

8. 形容詞の活用（第三） 

9. 動詞の活用（完了） 

10. 動詞の活用（過去完了、未来完了） 

11. 受動相 

12. 名詞の活用（第四、第五） 

13. 能相欠如動詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/提出課題(30%)/受講態度、出席状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 
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3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL210／ラテン語 ２ 

(Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。秋学期では教科

書の後半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the second half of the textbook in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代名詞（１） 

2. 代名詞（２） 

3. 接続法（１） 

4. 接続法（２） 

5. 条件文 

6. 不定詞 

7. 関係代名詞 

8. 非人称動詞 

9. 分詞 

10. 奪格の独立的用法 

11. 形容詞の比較、数詞 

12. 動名詞、動形容詞 

13. 命令法、目的分詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/提出課題(30%)/授業態度、出席状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 



 - 776 - 

3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL211／宗教思想 １ 

(Religious Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と「知」 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の我々の「知」の大枠を決定した近代西欧思想の中で、キリスト教の神がどのように理解されているかを知る。受講者がそれ

らの思想に直接触れ、宗教について自分自身で考える。 

 

Students will learn how the Christian God is understood in modern Western European thought, that which has determined the 

general framework of our intellect today. Course takers will make direct contact with that thought, and will think about religion 

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１７世紀から１９世紀までの西欧の思想家を原則として１回に一人ずつ取り上げ、その宗教理解を中心に紹介する。 

 

In general, each session will take up one Western European thinker at a time from the 17th to the 19th century, and will 

primarily introduce the individual's religious understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代科学とキリスト教 

3. デカルト：理性の根拠としての神 

4. スピノザ：永遠の相のもとに 

5. パスカル：理性と信仰 

6. ロック：経験と信仰 

7. カント：理性の限界と神の要請 

8. シュライアマッハー：聖なるものの感情 

9. ヘーゲル：歴史を導く神 

10. フォイエルバッハ：投影としての神 

11. マルクス：イデオロギーとしての宗教 

12. ニーチェ：神の死 

13. キルケゴール：実存と信仰 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL212／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、宗教について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

Course takers will have the opportunity to experience contemporary philosophy and think about religion on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

In a modern age that has been called "a Godless age," how have Western thinkers approached questions of religion and faith? 

The course will take up and introduce several thinkers from the 20th century and later, focusing on their religious ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー１：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー２：存在の神秘 

5. レヴィナス：他者としての神 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール１：象徴は思考を促す 

13. リクール２：宗教批判を超えて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL213／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理教育 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職をめざす人を中心に、現代の日本の学校教育において、「生命倫理をめぐる諸問題」をど 

のように考え、取り扱っていくべきかを考えていく。授業のあり方、教科外の活動など幅広い観点から考えていく。授業は主にグル

ープ討論形式で行ない、必要に応じて全体討論も行なう予定 

である。 

 

The course will consider how to consider and handle problems related to bioethics in contemporary Japanese school education, 

with a focus on persons who aim to become teachers. 

  The course will consider visions for classes, extracurricular activities, and more, from a broad perspective. Classes will be 

conducted mainly in group discussion format, with general discussions conducted as appropriate. 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

現代医療におけるさまざまな問題、たとえば脳死臓器移植、安楽死と尊厳死、延命治療、生殖 

技術の是非、出生前診断の問題、遺伝子操作をめぐる諸問題などを、生命倫理という視点から 

分析していく。さらにそれらの問題を学校教育の中でどのように取り扱うべきかを、実践例など 

をもとに考察していく。 

 

From the standpoint of bioethics, the course will analyze various issues in contemporary medicine, such as organ 

transplantation in the case of brain death, euthanasia and death with dignity, life extension treatment, the pros and cons of 

reproductive technologies, issues concerning prenatal diagnosis, and issues concerning genetic manipulation. 

  

  The course will further consider how such problems should be treated within school education, based on practical examples. 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命倫理（バイオエシックス）の成立とその意義について（講義） 

2. 日本の教科書に記述されているバイオエシックスの問題についての説明（講義） 

3. 日本の学校教育におけるバイオエシックスの問題の取り上げ方についてグループ討論を行なう。（グループ討論） 

4. グループ討論の結果を発表して、全体討論を行なう。（全体討論） 

5. 日本の学校教育におけるバイオエシックス教育のあり方について（講義と質問） 

6. 欧米におけるバイオエシックス教育の状況について（講義） 

7. 日本と欧米におけるバイオエシックス教育のあり方の相違について（講義） 

8. 脳死臓器移植の問題について（１） （講義とグループ討論） 

9. 脳死臓器移植の問題について（２） （全体討論） 

10. 安楽死、尊厳死の問題について（１） （講義とグループ討論） 

11. 安楽死、尊厳死の問題について（２） （全体討論） 

12. 生殖技術の問題について（１） （講義とグループ討論） 

13. 生殖技術の問題について（２） （全体討論） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に本で調べたり、インターネットで検索したりして、グループ討論に必要な情報収集をすることが必要です。授業中に

行なうグループ討論では、各自が集めた情報をもとに意見交換や討論をじゅうぶんに行なうようにしてください。教職をめざす人

が教員になった場合を想定して、生命倫理教育の問題について議論します。教育について普段から関心をもって、意欲的に本や

教育関係の雑誌を読んだりして、グループ討論を充実させる準備をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート（複数回）の内容(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/グループ討論の状況(20%) 

８０パーセント以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. H・T・エンゲルハート 加藤尚武・飯田宣之監訳、1989 年、『バイオエシックスの基礎つけ』、朝日出版社 (4-255-89063-3  

C0010) 

2. 今井道夫 香川知晶編、1992 年、『バイオエシックス入門』、東信堂 (978-4-88713-396-9  C3012) 

3. 小松美彦、2004 年、『脳死・臓器移植の本当の話』、PHP研究所 (ISBN:ISBN4-569-62615-7) 

4. 森岡恭彦、2004 年、『医の倫理と法ーその基礎知識』、南江堂 (ISBN:ISBN978-4-524-26327-1) 

必要に応じて、その都度豊富な参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ討論は必ず行ないます。全体討論も行なう予定です。教職をめざす人が中心の授業になります。教職に必要な単位とし

て履修する人以外の人が履修した場合も、教職をめざす人 

と同じ内容で授業を行ない、成績評価の基準も教職をめざす人と同じになります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL214／英米文学概論 

(General Survey of English and American Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学研究ことはじめ 

担当者名 

（Instructor） 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米文学のテクストを鑑賞しながら，初学者にとって読解のために必要な文学的技法や歴史的・文化的背景を学びます。英米の

差異や文学の可能性を体感すると同時に，若々しい感覚を研ぎすませ，おのおのの知的関心が指ししめす方向をみずから発見

します。 

 

While appreciating texts from English and American literature, students will learn the historical and cultural backgrounds and the 

literary techniques necessary for comprehension by beginners. While experiencing the potential of literature and the differences 

between Britain and the United States, students will sharpen their youthful senses to discover the directions in which their 

intellectual interests point. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，英米文学専修の複数の講師が各 1-2 回ずつ，それぞれの専門分野と研究対象に基づいて，英文学と米文学の主

要なトピックを講義します。多様な作品を多様な観点から考察することによって，英米文学とその研究の多様性も示されます。 

 

In this class, multiple lecturers will each give one or two lectures on major topics in English and American literature, based on 

their respective fields of expertise and research subjects. By considering diverse works from diverse points of view, the course 

will show the diversity of English and American literature and the research surrounding it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション （小山） 

2. アメリカの演劇・表象文化 (舌津) 

3. アメリカの詩 1 (澤入) 

4. アメリカの詩 2 (澤入) 

5. 英語の散文 (モダニズム／ポストモダニズム) 1 （イエイツ） 

6. 英語の散文 (モダニズム／ポストモダニズム) 2 （イエイツ） 

7. イギリスの演劇 1 （岩田） 

8. イギリスの演劇 2 （岩田） 

9. アメリカの小説 (政治) (新田)  

10. イギリスの詩 1 （藤巻） 

11. イギリスの詩 2 （藤巻） 

12. アメリカの散文 (歴史) 1 (古井) 

13. アメリカの散文 (歴史) 2 (古井) 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

どんなものでもよいので，英米の文学作品を 1 冊以上読んでおいてください。翻訳でもかまいません。 

 

また、各回の講義内容について作ったノートを読み返し、講義で扱われた作品に翻訳でもよいので目を通してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

第 1-第 13 週のうち，4 回以上欠席した場合には第 14 週の筆記試験の受験資格が失われます。 
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テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL216／フランス文学・文化概論 

(Introduction to French Lit. & Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学史・文化史入門 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文学・文化・社会を歴史的に概観します。またいくつかの作品を取り上げ、具体的にその内容・魅力を紹介します。 

 

This course will provide a historical overview of literature, culture, and society in France. It will also take up several works to 

introduce their content and their appeal in detail. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品は、それぞれの時代と社会状況のなかで、どのように書かれ、どのように読まれてきたのか？ フランスの文学と文化を

中世から年代順に概観し、社会状況について整理しながら、歴史的な変遷を見ていきます。 

いわゆる文学史の授業なので、おぼえることがらも少なくありませんが、フランスに興味を持つ者にとって最低限の教養といえる

内容です。また試験には、事項の確認だけでなく、論述形式も含まれます。それぞれの時代の文学の特徴を的確に把握し、それ

らをつなぐ隠された論理を自分なりに探しながら、積極的に授業を受けることが大切です。複数の教員がリレー式で講義を行いま

す。 

 

How are literary works written and read within their respective eras and social conditions? This course will provide a 

chronological outline of French literature and culture from the Middle Ages onward and will look at historical transitions, while 

organizing social conditions. 

As a literary history class, the class will present many things to be memorized, but the content will represent the minimum 

education for students with an interest in France. Tests will include essay format tests, as well as checking of facts. While 

students accurately learn the characteristics of literature from each era and search in their own way for the hidden logic that 

connects them, it is important that they also participate actively in classes. The course will be taught in relay fashion by several 

faculty members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業全体の説明 

2. 中世 

3. ルネサンス 

4. 17 世紀 1（古典主義） 

5. 17 世紀２（演劇） 

6. 18 世紀 

7. 中間テスト 

8. 19 世紀１（ロマン主義） 

9. 19 世紀２（写実主義と自然主義） 

10. 19 世紀３（詩） 

11. 20 世紀１（詩） 

12. 20 世紀２（思想） 

13. 20 世紀３（小説） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示された文献を積極的に読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・リアクションペーパー(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

中間テストと最終テストの２回は評価の対象となるので,そのときに欠席しないように注意すること。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺一夫、1990、『増補・フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:9784003500019) 

授業で指示。教科書は必ず購入し、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL217／日本語学概論 １ 

(Introduction to Japanese Linguistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音韻及び表記を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の音と表記を中心にした事項につい

て、様々な視点から学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters related to Japanese sounds and notation, from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語学総論 

2. 音声と音韻 

3. 日本語の音 

4. 音節と音節構造 

5. アクセントとその型 

6. プロソディ 

7. 漢字 

8. 漢字音 

9. 仮名 

10. ローマ字 

11. 仮名遣い 

12. 国語政策 

13. 表記と媒体 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

３回以上欠席した場合は受験資格を失います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 



 - 787 - 

 

参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL218／日本語学概論 ２ 

(Introduction to Japanese Linguistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法、方言、語彙を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の文法・方言・語彙を中心にした事項

について、様々な視点から学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters focused on Japanese grammar, dialects, and vocabulary, from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文の仕組み 

2. 品詞と活用 

3. 態 

4. テンス・アスペクト 

5. モダリティと主題 

6. 待遇表現 

7. 方言総論 

8. 方言の調査 

9. 語と語彙 

10. 意味 

11. 意味変化 

12. 語構成 

13. 語種・位相 

14. 辞書・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

３回以上欠席した場合は受験資格を失います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 
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参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL219／漢文学概論 

(Introduction to Chinese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文の受容と展開 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文の講読を通して、漢字・漢文文化圏の歴史・文学・思想に対する理解を深めるとともに、漢文読解に必要な基礎知識を修得

する。 

 

Through readings of literary Chinese, students will deepen their understanding of Chinese characters and of the history, 

literature, and thought of the literary Chinese cultural sphere, and will acquire the fundamental knowledge required for 

comprehending literary Chinese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では「日本における漢文の受容と展開」をテーマに、訓読法を中心とした漢文受容史の検討や、日本人の手になる漢文

（日本漢文）の講読、あるいは日本で独自の意味をもつに至った漢語の分析などを行い、多様な視点から漢字・漢文文化の展開

を考察する。 

 

Under the theme of "Acceptance and Development of Literary Chinese in Japan," this lecture will examine the history of 

acceptance of literary Chinese, with a focus on the kundokuhou reading method, as well as the reading of literary Chinese by 

Japanese writers and analysis of Chinese words that came to have unique meanings in Japan, and will consider the development 

of Chinese characters and literary Chinese culture from diverse viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎 1 

3. 漢字・漢文学の基礎 2 

4. 漢字・漢文学の基礎 3 

5. 漢字・漢文学の基礎 4 

6. 漢文で読む思想・信仰の世界 1 

7. 漢文で読む思想・信仰の世界 2 

8. 漢文で読む思想・信仰の世界 3 

9. 漢文で読む思想・信仰の世界 4 

10. 漢文で読む思想論争史 1 

11. 漢文で読む思想論争史 2 

12. 日本語と漢字・漢文文化 1 

13. 日本語と漢字・漢文文化 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/レスポンスシート・受講態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 
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注意事項（Notice） 
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■AL220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代小説と近代詩の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 250 名。 

日本文学専修 3,4 年次および文芸思想専修 3,4 年次生は抽選登録不可。科目コード

AL233 を履修登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代文学に関する基礎的な知識を修得する。近代小説だけでなく近代詩を扱い、読解の方法と批評的な観点を学ぶ。 

 

Students will acquire fundamental knowledge concerning Japanese modern literature. The course will cover not only modern 

novels but also modern poetry, equipping students with critical perspectives and methods for comprehension. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業のねらいは 2 つある。1つは、近代文学の成立と展開に関する基礎的な知識を共有すること。もう 1 つは、文学史の傍流

に位置づけられている詩のジャンルを並行して学び、文学史を問い直すことである。近代文学の成立期から昭和戦前期にかけて

の社会動向と文学事象を確認しつつ、小説と詩の具体的な作品の読解を通じてさまざまな問題を考えたい。 

 

The class has two aims. One aim is to share fundamental knowledge about the formation and development of modern literature. 

The other aim is to also learn about genres of poetry that have been sidelined in literary history, and to reconsider literary 

history. The course will investigate social movements and literary events from the beginning of modern literature to the pre-war 

Showa period, while considering various issues through comprehension of specific novels and poems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 言文一致と近代小説の成立 

3. 近代小説を読む：二葉亭四迷 

4. 近代詩の成立 

5. 抒情詩の時代 

6. 日露戦争後の近代小説 

7. 口語自由詩の登場 

8. 近代詩を読む：萩原朔太郎 

9. 近代小説を読む：谷崎潤一郎 

10. 近代小説を読む：芥川龍之介 

11. DADA、アヴァンギャルド 

12. 1930 年代の抒情詩 

13. 詩と小説の〈笑い〉 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始前：二葉亭四迷『浮雲』を通読した上で参加する。文庫や全集など、テキストは何でもよい。 

授業開始後：授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布する。授業時間外に精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本授業は講義形式を中心とするが、ほぼ毎回、授業内容の理解度や作品に対する解釈をワークシートに記述する演習を行う。

積極的な受講態度を期待する。 

 

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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■AL221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL221／文芸・思想概論 

(Introductory Lectures on Philosophy and Creative Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸・思想を学ぶために 

担当者名 

（Instructor） 

佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸とはなにか，思想とはなにか，その両方を冠する問題の圏域について考える。 

それぞれ専門分野を異にする専任教員が概説する，各分野における基礎的な知見を身につけると同時に，そうした知識にもとづ

いて，自分の考えを深め，それを正確に表現する力を養うことが目指される。 

 

The course will consider the realm of issues that come under the questions of what are art and literature, and what is thought. 

While students acquire fundamental knowledge in the respective fields of expertise of the faculty members, they will draw on 

that knowledge to develop their own ideas and nurture the ability to express these accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文芸・思想専修の専任教員のリレー講義で，毎回異なるテーマと文芸や思想の結びつきについて考え，文芸・思想の知の圏域を

拡張し，多様な問題関心を展開する。全体として統一した流れを追うのではなく，教員各自が各回に作り出す多様な思考の流れ

を，受講生は自分なりに整理し発展させ展開させ，論理的な文章にまとめあげる覚悟が求められる。最終レポートは脚注や参考

文献をきちんと整えた正式な小論文形式のもののみ提出可。論文の書き方について，参考書を各自探して学んでおくこと。担当

教員ごとに出される複数の課題図書を読破したうえで，授業内容と関連付けた小論文を，かなりの枚数書くことが求められる

（10,000 字以上予定）。課題図書や課題テーマについては，後日講義内と掲示で提示する。 

 

In relay-format lectures by full-time faculty members in Philosophy and Creative Writing, students will think about the 

connections between literary arts and thought and each session's themes, will expand the sphere of their knowledge of literary 

arts and ideas, and will develop interest in various issues. Rather than pursue a unified flow as a whole, in each session, faculty 

members will create diverse flows of ideas. Students should be prepared to organize, expand on, and develop these in their own 

way, then summarize these into logical texts. Final reports may only be submitted in formal essay format, with well-organized 

footnotes and references. Students will search for reference books and study how to write theses on their own. Students will 

be required to write a considerable number of essays associated with the content of classes, after reading through multiple 

books assigned by the faculty members in charge (tentatively over 10,000 characters). The assigned books and subjects will be 

presented later in the lectures and in bulletins. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：文芸・思想を学ぶこととはどういうことか 

2. 文芸・思想講義１ 

3. 文芸・思想講義２ 

4. 文芸・思想講義３ 

5. 文芸・思想講義４ 

6. 文芸・思想講義５ 

7. 文芸・思想講義６ 

8. 文芸・思想講義７ 

9. 文芸・思想講義８ 

10. 文芸・思想講義９ 

11. 文芸・思想講義１０ 

12. 文芸・思想講義１１ 

13. 文芸・思想講義１２ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の指示に従い，文献を読み込んだり，調べたりしてもらう。宿題が課される場合がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

４分の１以上の欠席は理由を問わず失格。２０分以上の遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱われる領域や主題によっては,ゲストスピーカーが招聘される回もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL222／世界史概論 １ 

(Introduction to World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域・海洋世界 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO)  

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） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「世界史」を海、あるいは海域世界から見ることによって俯瞰的・横断的に捉え直し、縦割り的であった歴史像を、それぞれの時代

の世界を全体的に理解する認識力を養います。 

 

By viewing world history from the world of and around the seas, the course will rethink world history from high-level and cross-

sectional perspectives, and will cultivate the cognition to understand an image of history that was once divided vertically, and 

understand the world of each era as a whole. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代から近現代までの世界史を、海域における移動・接触・交流の観点から考えていきます。海と向かい合う陸の世界も、海から

の影響を受けて変化してきました。そうした歴史のなかでは、強大な統治権力と支配領域をもつ大型国家（領域国家）だけではな

く、移動・交流の担い手となった「中間領域の存在」も活躍しました。異なる政治圏・経済圏・文化圏がどのように互いに影響を与

え合ったのか、という点を事例を取り上げていきます。 

 

The course will consider world history from ancient times to early modern times, from the viewpoint of movements, contacts, 

and interactions on the seas. The land-based world facing the sea, too, has changed under the influence of the sea. Within this 

history, not only large nations (regional nations) with powerful governance authority and regions under their rule but also 

intermediate-region presences have played active roles in movements and interactions. The course will take up examples of 

how different political, economic, and cultural spheres affected each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論：「海域世界」からみた世界史とは（四日市☓上田） 

2. 地中海、インド洋、両シナ海世界の黎明と交流（四日市） 

3. 海域から見たインド・イラン世界とユーラシア（四日市） 

附：仏教・ヒンドゥー教と海域アジア  

4. イスラームの登場と海域からみたユーラシア（四日市） 

附：ヨーロッパの孤立とピレンヌ・テーゼ 

5. 東西ユーラシアにおける「帝国」の崩壊と多極化（四日市） 

附：ユーラシアにおけるムスリム、漢人、トルコ系諸族のディアスポラ 

6. モンゴル帝国の覇権とインド洋・地中海・両シナ海世界（四日市） 

7. 知識・文化の東西交流と海（四日市） 

8. 鄭和の南海遠征の目的は何か（上田） 

9. 倭寇・ポルトガル冒険商人・宣教師（上田） 

10. キリシタン大名が描いたヴィジョンと挫折（上田） 

11. オランダ海洋国家の勃興（上田） 

12. 鄭成功・鄭氏一族が描いた海洋王国の夢（上田） 

13. スコットランドから観たイギリス海洋帝国（上田） 

14. 海の今を歴史に探る（上田） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のなかで紹介された参考文献を読み、思索を深めてください。高校までに学習した世界史・日本史の知識を、海の視点から

整理し直してみよう。その成果は、リアクションペーパーなどで授業に反映させたいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト（１）前半(20%)/授業内小テスト（２）後半(20%)/リアクションペーパーによる評価（出欠確認を兼ねる）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL223／世界史概論 ２ 

(Introduction to World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大陸世界 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが、ある特定地域から世界史を構想するための基礎的な思考方法を涵養する。 

 

Each course taker will cultivate methods of basic thinking to conceive of world history from specific regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では世界史とは何かを考える。ただし世界史概論といっても、高校世界史教科書のように先史から現代までの地球上にあ

る全ての地域の歴史過程を満遍なく説明するわけではない。歴史学として世界史を論じるのはどのようなアプローチがあるのか

を提示する。具体的には、近年注目を集めるグローバルヒストリーの手法を用いながら、主として古代末期から初期近代と呼ば

れる時代のヨーロッパ半島に軸足を置くことで、ある特定地域から見た「世界史」を講じる。毎回講義内容に関する授業内質疑を

行う。なお受講に際して高校世界史教科書程度の知識は前提とする。 

 

These lectures will consider the question of what world history is. However, such an outline of world history cannot evenly 

explain historical processes in every region on earth from prehistory to the present age, in the manner of a high school history 

textbook. The course will present what sort of approaches there are to discussing world history as history studies. Specifically, 

while using the techniques of global history that have attracted attention in recent years, the course will focus on the European 

peninsula in the period from late antiquity to the start of what is called the modern era, in order to lecture on world history as 

seen from specific regions. In each lecture, questions will be asked about the content of the class. In addition, the course 

assumes knowledge at the level of high school world history textbooks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ヒストリオグラフィーから見た世界史 

2. 高校世界史教科書と中世ヨーロッパ 

3. 地理空間としてのヨーロッパ 

4. 政治的秩序の形成（１）：古代末期から中世盛期 

5. 政治的秩序の形成（２）：中世盛期から初期近代 

6. 越境する集団（１）：ヴァイキング 

7. 越境する集団（２）：ユダヤ人 

8. 越境する集団（３）イタリア商人 

9. 他者から共存者へ（１）：イスラーム 

10. 他者から共存者へ（２）ユーラシア遊牧諸民族 

11. 他者から共存者へ（３）アフリカ、アメリカ、極域 

12. ヨーロッパ半島のアイデンティティ？：キリスト教の多層性 

13. ヨーロッパ半島のアイデンティティ？：言語と文字 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題は Blackboard に掲示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は毎回 Blackboard に掲示。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL224／日本史概論 １ 

(Introduction to Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 徳郎(TAKAGI TOKUROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年 5 月 9 日付授業計画の変更 

【変更後】第 14 回・授業内試験 

【変更前】第 14 回・江戸時代の対外関係 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学は、過去に生きた人々が生み出し、今に伝えた様々な史料・資料を読み解き、その意味するところをできる限り多様な視

点で解釈することを基本とする学問である。また、それによって現代社会の矛盾を解き明かし、未来への指針とすることで、社会

的な役割を果たそうとする学問でもある。本授業では、具体的な史料・資料に基づいて、物事を歴史的・論理的に理解する思考

法を修得するとともに、現代社会の様々な事象を、歴史的な文脈の中でとらえる幅広い視野を養うことを目標とする。 

 

History studies is an academic field based on reading and interpreting various historical materials and works created by people 

in the past and handed down to the present, and on interpreting the meaning of these from as many perspectives as possible. It 

is also an academic field that elucidates the contradictions within modern society and puts forth guiding principles for the 

future, to fulfill a social role. In this class, students will learn methods of thinking for a historical and logical understanding of 

things based on specific historical materials and works, and will also cultivate a broad perspective for understanding various 

phenomena in contemporary society within a historical context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島の古代～近世に及ぶ歴史の展開を、主に東アジア世界の変動や、気候変動を中心とする環境の変化との関係といった

新しい視点から読み解いていく。授業ではできる限り多様な文献史料、絵画資料や考古資料といった非文献史料を紹介しつつ、

それらをできる限り精密に解読・解釈する方法を提示していきたい。 

 

The course will interpret the development of ancient to early modern history on the Japanese archipelago from a new 

perspective, mainly that of changes in the East Asian world and their relationship to environmental changes, particularly climate 

change. The class will introduce as many historical materials as possible, including literary sources and non-literary sources 

such as pictorial and archeological materials, and will present methods for deciphering and interpreting these as precisely as 

possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 歴史学という学問 

2. 「聖徳太子」と律令国家 

3. アジアの中の摂関政治 

4. 院政と荘園制 

5. 日宋の交流と平氏政権 

6. 内乱・飢饉と鎌倉幕府の成立 

7. 承久の乱と荘園制の変容 

8. モンゴル襲来と徳政の時代 

9. 南北朝の対立と義満王権 

10. 室町の平和から戦国の世へ 

11. 検地と刀狩の実態 

12. 幕藩体制の成立と変容 

13. 江戸時代の都市と農村 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間内で配付した資料（プリント）の見直し。とくに文献史料は声に出して読み直し、その意味（現代語訳）を再確認しておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内で提出するリアクションペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しない。 
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参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 802 - 

■AL225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL225／日本史概論 ２ 

(Introduction to Japanese History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公文書管理をめぐる近現代史 

担当者名 

（Instructor） 
瀬畑 源(SEBATA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代日本史に関する基礎知識を身につけ、歴史を研究する際の視点や方法と歴史像の構築について理解を深める。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about modern and contemporary Japanese history. They will also deepen their 

understanding of perspectives and methods for research in history studies, and of the construction of an image of history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、公文書管理をめぐる不祥事が相次いだ（森友、加計問題など）。しかしこの問題の原因を考えると、近代日本における官僚

制や政治システムのあり方に起因する根深い問題であることがわかる。本講義では、「公文書管理」という視点から近現代日本

史を論じつつ、現在の政治状況を歴史を踏まえて展望する。また、歴史資料の保存がどのようになされてきたのかについても概

観する。 

 

Recent years have seen a series of scandals over public document management (the Moritomo and Kake scandals, etc.). 

However, considering the causes of these issues, they can be understood as deep-rooted problems stemming from the 

bureaucracy and political system of modern Japan. These lectures, while discussing modern and contemporary Japanese history 

from the viewpoint of "official document management," will survey the present political situation from a basis in history. They 

will also provide an overview of how historical materials have been preserved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、現代日本の公文書管理問題 

2. 歴史資料の保存と歴史学 

3. 近代日本の官僚制の成立 

4. 大日本帝国憲法下の政治システム 

5. 近代文書管理制度の整備 

6. 外交文書の整備と日本外交 

7. 国策決定過程にみる帝国日本の機能不全 

8. 敗戦時の文書焼却と戦犯裁判 

9. 民主化政策と官僚制の再編 

10. 自民党と官僚政治 

11. 歴史資料保存運動 

12. 情報公開運動と民主主義 

13. 新自由主義下の情報公開制度 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う時期に関する基本的な事実を予習すること。授業で配布したレジュメを復習し、不明点などを自分で調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のコメントシート(30%) 

毎回コメントシートを配布し記入してもらう。2/3 以上の出席をしていない場合、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬畑源、2011、『公文書をつかう―公文書管理と歴史研究』、青弓社 (ISBN:978-4787233325) 

2. 久保亨・瀬畑源、2014、『国家と秘密 隠される公文書』、集英社 (ISBN:978-4087207590) 

その他は授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL226／超域文化学概論 

(Introduction to Interdisciplinary Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超域文化学専修を構成する専任教員がそれぞれ 2～3 回ずつ担当して、各自の専門領域を紹介する。受講生が専門を選択して

いく上で必要な基礎的な考え方や方法論の習得を目指す。また、超域文化学専修に進まない学生にとっても、超域的な学問研

究の進め方に触れることで、自らの立場や考え方を相対的に鳥瞰できるようにする。 

 

The full-time faculty members who make up the course in transdisciplinary culture studies will take charge of classes 2 to 3 

times each and will introduce their own domains of specialization. The aim is for students to learn the fundamental ways of 

thinking and methodologies necessary for selecting their own specializations. In addition, even students who will not advance to 

transdisciplinary culture studies will become able to take a relatively high-level view of their own standpoints and ways of 

thinking by experiencing how to proceed with transdisciplinary academic research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生業に関する文化、衣食住などの物質文化、親族や宗教でつながる人間集団の文化などを、地域や環境との関連から解明す

る。担当教員がそれぞれのフィールドで行ってきた研究をもとに話題を提供し、超域文化学を構成するそれぞれの専門分野の基

礎について講義する。 

 

The class will draw on the relationships between regions and their environments to elucidate cultures, including culture related 

to livelihoods, material culture such as food, clothing, and shelter, and culture of human groups connected by kin and religion. 

Faculty members in charge will provide topics based on research conducted in their respective fields, and will perform lectures 

on the basics of their fields of specialization that are part of transdisciplinary culture studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 超域文化学専修での学び―文化と人間―（野中） 

2. 物質文化と生業活動（野中） 

3. 環境認識と文化（野中）  

4. 文化人類学の手法（ゲストスピーカー） 

5. 世界を見る視点―ローカルとグローバル―（ゲストスピーカー） 

6. 人類の拡散と文化伝播（丸山）  

7. 農業の起源と農耕文化（丸山） 

8. 人の移動と多民族国家の形成（丸山）  

9. 生と死のフォークロア（市田） 

10. 妖怪のフォークロア（市田） 

11. 画文化と資源（市田） 

12. 多文化社会アメリカの人種関係史（松原） 

13. 多文化社会アメリカのジェンダー・セクシュアリティ（松原） 

14. 多文化社会アメリカの新保守主義（松原） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する場合がある。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL227／教育制度・政策論 

(Educational Institutions and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「開かれた学校づくり」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
日永 龍彦(HINAGA TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の教育制度・政策とその背景を理解し，実際の制度や政策提言を批判的に検討ができるようになることを目標とする。 

 

The objective is to understand recent educational systems and policies, along with the backgrounds to these, and to become 

able to critically consider actual systems and policy recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，最近の教育制度の改革動向や政策を学び，学校教育が抱える課題の解決策を受講者が協力しながら考えてい

く。そのため，講義だけでなく発表や受講者どうしの意見交換の機会を積極的に設けていく。 

 

In this class, course takers will learn about the latest trends in education system reform and policies, and will cooperate as they 

think about solutions to the problems facing school education. For that reason, the course will not only conduct lectures but will 

also actively create opportunities for presentations and exchanges of ideas among course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・日本にはどんな学校があるのか？  

2. ・日本と欧米における学校教育体系の変遷とその課題 

3. ・数字から見る日本の教育の現状（グループワーク） 

4. ・教育を受ける権利・学習する権利(1)  

5. ・教育を受ける権利・学習する権利(2)  

6. ・ミニレポートの検討会(1) （グループワーク） 

・ポスター発表に向けてのオリエンテーション 

7. ・「開かれた学校づくり」に関する政策動向 

・学校運営への保護者・地域の参加 (参加・選択の制度と歴史) 

8. ・コミュニティ・スクールと社会に開かれた教育課程づくり 

・学校教育への保護者・地域の参加（総合的な学習・授業支援） 

9. ・ミニレポートの検討会(2) （グループワーク） 

10. ・「チーム学校」と開かれた学校づくり 

11. ・教職員の働き方改革と開かれた学校づくり 

12. ・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク）  

13. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(1) 

14. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(2) 

・学習成果に関する振り返り(1) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習に関する指示は授業中および Blackboard 上で履修者に対して行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート（２回）(20%)/ポスター発表内容・方法(20%)/準備学習への取り組み状況(10%)/グル

ープワークや討論への参加状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，必要に応じて配付資料等を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝田 守一,中内 敏夫、1964、『日本の学校(岩波新書)』、岩波書店 

2. M．フリードマン、1980、『選択の自由』、日本経済新聞社 
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3. 志水宏吉、2005、『学力を育てる (岩波新書）』、岩波書店 

4. A.O.ハーシュマン、2005、『離脱・発言・忠誠』、ミネルヴァ書房 

5. 東京大学学校教育高度化センター、2009、『基礎学力を問う: 21 世紀日本の教育への展望』、東京大学出版会 

6. 山内乾史, 原 清治、2010、『論集 日本の学力問題（上・下）』、日本図書センター 

7. 小池由美子編著、2014、『新しい高校教育をつくる 高校生のためにできること』、新日本出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間外の準備学習として大学図書館での文献検索を求めるので，本学のディスカバリーサービス「READ」を使えるようにな

っておくこと。 

・グループワークを４回、学習成果に関する発表・討論としてポスターツアーを行います。 

・準備学習をすることは各グループワークに参加する上で不可欠です。できていない場合，グループワークに参加できない場合

があります。 

・各種提出物や各回の振り返りの提出先など、Blackboard をできるだけ活用します。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AL228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL228／家庭教育論 

(Family Education) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 惠美子(INOUE EMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律や性別役割分業観をめぐる政策、女性のライフスタイル、家庭における「家事・育児」のあり方の戦後の変遷の中で「家庭教

育」役割と位置づけがいかに変化したかを概観し、今後の家庭教育・子育て支援の在り方についての具体的なイメージを身につ

けることを目標とする。 

 

With the goal of equipping students with a concrete image of home education and child care support in the future, this course 

will outline how the roles and positioning of "home education" have changed during the postwar transitions in law, policies 

concerning views of the separation of gender-based roles, women's lifestyles, and views of housekeeping and childcare in 

households. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、講義の後にその日の授業に関する感想や質問を出席者からレスポンスシートに記載してもらい、次の授業の冒頭にそのレ

スポンスシートへの授業担当者からのコメントや前回の授業の補足をしてから、その日の講義を行う。 

 

After every lecture, attendees will be asked to write impressions and questions about the day's class in the response sheet. 

The next class will begin with comments on the response sheets and supplementary information on the previous class from the 

person in charge, followed by the lecture of the day. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 1947 年教育基本法―「学校教育」「社会教育」「家庭教育」― 

3. 社会教育施策における家庭教育事業(1)―高度経済成長と固定的性別役割分業観― 

4. 社会教育施策における家庭教育事業(2)―女性のライフスタイルと「家事・育児」の変化― 

5. 社会教育施策における家庭教育事業(3)―母子密室の子育てと育児ストレス― 

6. 社会教育施策における家庭教育事業(4)―公民館保育室― 

7. 1990 年の日本の政策における性別役割分業観の転換 

8. 保育所による子育て支援(1)―戦後における保育所建設運動と保育所の役割― 

9. 保育所による子育て支援(2)―「赤ちゃん広場」― 

10. 法律上の家庭教育の改変―2006 年教育基本法― 

11. 「家庭教育支援法案」 

12. 今後の家庭教育・子育て支援(1)―イギリス・シュアスタートに学ぶ― 

13. 今後の家庭教育・子育て支援(2)―保育所・その他の専門機関・地域ネットワークと家庭― 

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） 

家庭教育や子育てについての文献や報道を調べ、自分なりに分析・吟味をしながら授業に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への取り組み・コメントなどによる貢献度(30%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は原則として単位取得を不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（適宜必要な資料を配布する） 

 

参考文献（Readings） 

授業中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL229／教育と福祉 

(Education and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「障害」の視点から見る教育 

担当者名 

（Instructor） 
金 在根(KIM JAEKEUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※対象：文学部生および「社会教育主事課程」登録者のみ 

それ以外の学生は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「障害」の社会モデル、合理的配慮などの諸概念と障害学生支援の必要性について正確に理解し、「障害」を通して見える今の教

育および社会の課題を自分の言葉で話すことができる。  

 

Students will accurately understand social models of disability, concepts such as rational consideration, and the need for 

support for students with disabilities. They will become able to speak, in their own words, about current educational and social 

issues that become visible through the issue of disability.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「障害」は、私たちが社会生活をする中でぶつかる様々な困難のことであり、したがって、誰もが経験するものと言えます。このよ

うな観点から今の教育や社会を見ると、今まで見えなかった問題が見えるようになると考えます。概念や法制度など少し難しい内

容もありますが、身近な事例や視聴覚資料を使いつつ、皆さんと一緒に考えながら授業を進めていきたいです。  

 

Disability refers to the various difficulties that we encounter in our social lives, and thus is something that everyone 

experiences. Looking at education and society from such a point of view, people should become able to see problems that they 

had not seen before. Some content, involving concepts, legal systems, etc., will be a bit difficult. While making use of familiar 

cases and audiovisual materials, the course will proceed with everyone thinking together.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 福祉とは何か 

3. 社会福祉について学ぶ 

4. ソーシャルワークについて学ぶ 

5. 教育と福祉をめぐる課題 

6. 「障害」とは何か 

7. 障害者運動と障害者の権利保障 

8. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

9. 地域で暮らしている多様な障害者（身体・知的・精神障害者への理解） 

10. 大学における障害学生支援 

11. 障害学生の学校生活 

12. インクルーシブ教育を目指して 

13. 授業のまとめ 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の仕方については、必要に応じて授業時に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星加良司、2007、『障害とは何か――ディスアビリティの社会理論に向けて』  』、生活書院 

2. 川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司、2016、『合理的配慮――対話を開く、対話が拓く』  』、有斐閣 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

※対象：文学部生および「社会教育主事課程」登録者のみ 

それ以外の学生は抽選登録 
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■AL230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL230／教育と宗教 

(Education and Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育における「宗教」の扱われ方を把握し，今後の宗教教育に関する課題を考察する。 

 

The course will view how "religion" is treated in internal and external education, and will consider issues concerning religious 

education in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の教育現場において「宗教」が取り上げられる機会は一部の宗教系学校以外においてはまずない。だが，「宗教」に関する

知識や情報は生活において重要なものであろう。内外の教育における「宗教」の扱われ方の歴史・現状を把握したうえで，それに

ともなう問題や課題について考察していく。 

 

With the exception of some religious-affiliated schools, there is almost no opportunity in Japan's education to take up the topic 

of religion. However, knowledge and information concerning religion is important in life. After understanding the history and the 

current status of how religion is handled in internal and external education, the course will consider the problems and issues 

involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 日本宗教教育史１ 

3. 日本宗教教育史２ 

4. キリスト教系学校の歴史１ 

5. キリスト教系学校の歴史２ 

6. キリスト教系学校の現状 

7. その他の宗教系学校の歴史 

8. その他の宗教系学校の現状 

9. 教育法制と宗教 

10. 諸外国の教育と宗教１ 

11. 諸外国の教育と宗教２ 

12. 諸外国の教育と宗教３ 

13. 諸外国の教育と宗教４ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 國學院大學日本文化研究所、1997、『宗教と教育』、弘文堂 

2. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

3. 国際宗教研究所、2007、『現代宗教 2007』 』、秋山書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AL231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL231／ドイツ語圏文化概論 １ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1) 

担当者名 

（Instructor） 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

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） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は前田が，後半は坂本が担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Maeda in the first half and Sakamoto in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意  

ドイツ語圏（１） 

2. ドイツ語圏（２） 

3. 冷戦 

4. 過去の克服 

5. 移民・外国人 

6. 再統一 

7. 小テスト１（前田担当部分） 

8. バロック期の文化１ 

9. バロック期の文化２ 

10. 啓蒙主義時代の文化１ 

11. 啓蒙主義時代の文化２ 

12. ロマン主義の文化１ 

13. ロマン主義の文化２ 

14. 小テスト２（坂本担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 

3. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

2. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL232／ドイツ語圏文化概論 ２ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU)  

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は井出が，後半は NNが担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Ide in the first half and NN in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意： 

初期ドイツ語時代（-1050）１ 

2. 初期ドイツ語時代（-1050）２ 

3. 中世ドイツ語時代（1050-1350）１ 

4. 中世ドイツ語時代（1050-1350）２ 

5. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）１ 

6. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）２ 

7. 小テスト１（井出担当部分） 

8. 近代とドイツ 

9. 群集の時代：ベルリン、ウィーン 

10. 自然への回帰：ドイツ青年運動 

11. 第一次世界大戦とドイツ 

12. 「黄金の 20 年代」の光と影 

13. ナチズムと近代 

14. 小テスト２（古矢担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回でもって成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

3. 須沢／井出、『ドイツ語史』、郁文堂 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL233／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代小説と近代詩の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

日本文学専修 3,4 年次、文芸思想専修 3,4 年次生のみ登録可。（その他の学生は抽選

登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代文学に関する基礎的な知識を修得する。近代小説だけでなく近代詩を扱い、読解の方法と批評的な観点を学ぶ。 

 

Students will acquire fundamental knowledge concerning Japanese modern literature. The course will cover not only modern 

novels but also modern poetry, equipping students with critical perspectives and methods for comprehension. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業のねらいは 2 つある。1つは、近代文学の成立と展開に関する基礎的な知識を共有すること。もう 1 つは、文学史の傍流

に位置づけられている詩のジャンルを並行して学び、文学史を問い直すことである。近代文学の成立期から昭和戦前期にかけて

の社会動向と文学事象を確認しつつ、小説と詩の具体的な作品の読解を通じてさまざまな問題を考えたい。 

 

The class has two aims. One aim is to share fundamental knowledge about the formation and development of modern literature. 

The other aim is to also learn about genres of poetry that have been sidelined in literary history, and to reconsider literary 

history. The course will investigate social movements and literary events from the beginning of modern literature to the pre-war 

Showa period, while considering various issues through comprehension of specific novels and poems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 言文一致と近代小説の成立 

3. 近代小説を読む：二葉亭四迷 

4. 近代詩の成立 

5. 抒情詩の時代 

6. 日露戦争後の近代小説 

7. 口語自由詩の登場 

8. 近代詩を読む：萩原朔太郎 

9. 近代小説を読む：谷崎潤一郎 

10. 近代小説を読む：芥川龍之介 

11. DADA、アヴァンギャルド 

12. 1930 年代の抒情詩 

13. 詩と小説の〈笑い〉 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始前：二葉亭四迷『浮雲』を通読した上で参加する。文庫や全集など、テキストは何でもよい。 

授業開始後：授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布する。授業時間外に精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本授業は講義形式を中心とするが、ほぼ毎回、授業内容の理解度や作品に対する解釈をワークシートに記述する演習を行う。

積極的な受講態度を期待する。 

 

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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■AL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｂ 

(Information Processing 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文書作成入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Wordを使い文書作成の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of creating documents using MS Word. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文書作成のソフト MS Wordの基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the document creation software MS Word through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 複数の宛先に送付する文書の作成 

6. 表で項目や数値を整理した文書の作成 

7. イラストや図形を使ったビジュアルな文書の作成 

8. 図やグラフで情報を伝える文書の作成 

9. 既存のデータを利用した文書の作成 

10. 読みやすいレイアウトの長文の作成 

11. 効率のよい長文の作成 

12. 長文の編集と加工 

13. 共同作業と文書の保護 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用ワープロ Word2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9700-8C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｂ 

(Information Processing 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表計算入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Excel を使い表計算の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of spreadsheets using MS Excel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

表計算のソフト MS Excel の基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the spreadsheet software MS Excel through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 表計算の基本操作 

3. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

4. 数式・関数を活用した集計表の作成 

5. 表示形式や関数を活用した表の作成 

6. 定型の表を作成する操作 

7. グラフの基本 

8. 目的に応じたグラフの作成と編集 

9. データベース機能の利用 

10. データの抽出 

11. 条件を指定した集計・分析 

12. ワークシート間の集計 

13. 集計作業の自動化 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用表計算 Excel2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9701-5C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｃ 

(Information Processing 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため，全てコンピュータ教室で実施する。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, all classes will be conducted in the computer room. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式・テーマ変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPoint上での表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置，連動 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboard より提出する。 

説明には視覚資料（投影した PowerPoint 画面）を中心に用いるが板書も併用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｃ 

(Information Processing 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成上の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料の構成要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者の

前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表の内容と展開の整理・説明ポイントのグループ化 

2. 講評・ポイントの抽出と差別化を強調する要素 

3. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

4. ボックス型の図形を利用したポイントの関係性可視化 

5. 講評・項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用したポイント関係性の強調 

7. 講評・関係性のパターン及び強弱と線の特徴 

8. 色による項目関係性の強調とデザイン変更 

9. 講評・色の心理的効果とスライドの統一感，光媒体上の見やすさ 

10. インターネット上の画像利用と著作権 

11. 画像を利用した表現・印象強化と項目の具体化 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

PowerPointによる視覚資料を中心とするが板書も併用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｄ 

(Information Processing 3d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報機器の基本操作 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いたプレゼンテーション資料の作成等を通して、情報処理の基本的な知識と技能を修

得することを目標とします。 

 

The objective is for students to acquire fundamental knowledge and skills in information processing through the creation, etc. of 

presentation materials using basic software (Word, Excel, and PowerPoint). 

 

授業の内容（Course Contents） 

レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう、Wordを用いた書類作成、PowerPointの活用法、Excel によるデータ処理の方

法等について学習します。 

 

In addition, students will learn to write reports, make presentations, and analyze data using Microsoft Word for document 

creation, PowerPoint, and Excel for data analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPointの基礎：機能の確認 

3. PowerPointの活用 1：画像・図表の挿入とアニメーション 

4. PowerPointの活用 2：スライドマスター 

5. Wordの基礎：機能の確認 

6. Wordの活用 1：ページレイアウト 

7. Wordの活用 2：文書の編集 

8. Wordの活用 3：図表の挿入とアウトライン 

9. Excel の基礎：機能の確認 

10. Excel の活用 1：データ入力と編集 

11. Excel の活用 2：グラフ作成 

12. Excel の活用 3：関数 

13. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて実習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｄ 

(Information Processing 4d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理（データ収集から分析加工そして発信） 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いて私たちの身の回りにあるデータを収集・分析加工し、情報として発信できるようにな

ることを目標とします。 

 

The objective is for students to become able to collect, analyze, and process the data around them using basic software (Word, 

Excel, and PowerPoint), and communicate this as information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Word, Excel, PowerPointの操作確認と各種データベースを用いたデータの収集、可視化の方法を学習し、プレゼンテーションの

際に必要となる効果的な資料を作成します。 

 

Students will confirm how to use Word, Excel, and PowerPoint, will learn methods for collection and visualization of data using 

databases, and will create effective materials necessary for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPoint：操作方法の確認 

3. PowerPointを用いた資料作成 

4. Word：操作方法の確認 

5. Wordを用いた資料作成 

6. Excel：操作方法の確認 

7. Excel を用いたデータ処理（関数・ピボットテーブル） 

8. データの収集方法 

9. データのパターンを読む（クロスデータ・時系列データ） 

10. データの可視化（効果的なグラフの作成） 

11. データの可視化（プロット・マッピング） 

12. 総合演習 1 

13. 総合演習 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて演習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL351／ヘブライ語 １ 

(Hebrew 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書ヘブライ語の基礎を学ぶ。ヘブライ文字に親しみ、旧約聖書原典の「素読」技術の体得を目標のひとつとする。また初級文法

の基礎を習得する。 

 

Students will learn the basics of Biblical Hebrew. Objectives of this course include gaining familiarity with Hebrew characters 

and with techniques for reading the original texts of the Old Testament aloud. Students will learn introductory-level grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約聖書の原典に触れる機会をもつ。宿題、課題提出を随時課す。学期前半は音読、文

字の習得を重視したい。後半は、現代のイスラエルで生活語として用いられている現代ヘブライ語も文法学習の手がかりとして利

用する。 

 

The course will give students as much opportunity as possible to make contact with the Old Testament original text, while 

learning introductory grammar. Homework and topics will be assigned as appropriate. The first half of the course will emphasize 

reading aloud and learning characters. The second half will also use modern Hebrew, a living language used in modern Israel, as 

an aid to grammar learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２） 

3. 名詞と形容詞（１）、冠詞 

4. 名詞と形容詞（２）、前置詞、セゴール名詞 

5. 動詞完了形（１）、接尾代名詞（１） 

6. 名詞双数形、スミフート（１）、所有、関係詞 

7. スミフート（２）、接尾代名詞（２） 

8. 動詞完了形（２）、数詞 

9. 動詞完了形（３）、喉音動詞 

10. 動詞完了形（４）、動詞のバリエーション 

11. 動詞未完了形（１） 

12. 動詞未完了形（２）、所有接尾代名詞、状態動詞 

13. 動詞未完了形（３）、能動分詞 

14. 動詞未完了形（４）、動詞のバリエーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回、宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物や課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法 改訂版』、青山社 (ISBN:978-4-88359-320-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. C. L. Seow. 1995. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (9784560086070200) 

4. 谷内意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL352／ヘブライ語 ２ 

(Hebrew 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級２ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級文法の学習を終わらせ、独力で辞書を引き、聖書テクストを読む技術を学ぶ。 

 

Students will finish their introductory grammar study, consult dictionaries on their own, and learn skills for reading Biblical texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「ヘブライ語１」の履修を前提とし、完全な初学者は対象としない。引き続き初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約

聖書の原典に触れる機会をもつ。随時、宿題・課題の提出などを課す。既習の文法事項の復習も行いながら、辞書を引くテクニッ

クを学び、少しずつ経験を積んでいくことで上達を目指す。現代のイスラエルで用いられている日常語としてのヘブライ語との関

係も紹介し、簡単な実用語なども学んでいく。 

 

The course is not intended for complete beginners, and assumes that Hebrew 1 was taken in the spring semester. The course 

will give students as much opportunity as possible to make contact with the Old Testament original text, while continuing to 

learn introductory grammar. Homework and topics will be assigned as appropriate. While reviewing grammar points that have 

already been learned, students will learn techniques for using dictionaries, and will improve by gradually building up experience. 

This course will also introduce relationships with Hebrew as a daily language used in modern Israel, and will teach simple, 

practical vocabulary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. wayyiqtol 形、Weqatal 形 

3. 不定詞（１）、受動分詞 

4. 不定詞（２）、命令形、願望形、否定辞 

5. ピエル動詞（１）、存在と所有の表現 

6. ピエル動詞（２） 

7. 独立不定詞 

8. ヒフイル動詞（１）、動詞と接尾代名詞 

9. ヒフイル動詞（２）、ホフアル動詞 

10. ニフアル動詞（１） 

11. ニフアル動詞（２） 

12. 重子音語根の動詞 

13. ヒトパエル動詞、条件文 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回宿題を課す。 

 

辞書の引き方を学んだ後は、図書館での予習など準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物・課題など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法』、青山社 (ISBN:9784883593200) 

 

参考文献（Readings） 

1. C.L.Seow. 1987. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 
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3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:9784560086070) 

4. 谷口意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL353／ドイツ語文献講読 １ 

(Reading German Texts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
二藤 拓人(NITO TAKUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだ文法事項をもとに、テキスト読解能力の向上を目指します。   

 

The course aims to improve students' text comprehension abilities, based on the grammatical points learned in the first year.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で配布するテキストを和訳し，ポイントを解説します。 

教科書や『ドイツ文法総まとめ』で文法事項を一緒に確認しながら進めます。   

 

Students will translate the texts distributed in class into Japanese and explain key points. 

They will proceed while confirming grammatical points, together with the textbook and the "German Grammar Summary."   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとテキスト１   

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

100～150ワード程度のものを毎回独文和訳します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する複数回の提出物(60%)/小テスト(30%)/出席および受講態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回様々な出典から編集したテキストを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀・Claudia Hamann、2010 年、『専門コースへのドイツ語文法』   』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25337-4) 

2. 中尾悠爾・平尾浩三・朝倉功、2004 年、『ドイツ文法総まとめ』 』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL354／ドイツ語文献講読 ２ 

(Reading German Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様なドイツ語文章を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なタイプのドイツ語の文章を読みながら読解力を養成する。 

 

Students will cultivate comprehension ability while reading various types of German texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある程度の分量のドイツ語文章（エッセイ、雑誌記事、新聞記事など）を辞書や参考書を使いながら読む。授業では文法、構文、

発音、語彙などの確認、説明を交えながら、精読と要約が中心となる予定。毎回の予習および復習が必須となる。 

 

Students will read German texts (essays, magazine articles, newspaper articles, etc.) using dictionaries and reference books. 

The class will focus on reading and summarization, while checking and explaining grammar, syntax, pronunciation, vocabulary, 

etc. Preparation and review will be required for every session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 読解（1） 

3. 読解（2） 

4. 読解（3） 

5. 読解（4） 

6. 読解（5） 

7. 読解（6） 

8. 読解（7） 

9. 読解（8） 

10. 読解（9） 

11. 読解（10） 

12. 読解（11） 

13. 読解（12） 

14. 読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習および復習が必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/宿題・小テスト(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島・平尾・朝倉、『改訂版 必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL355／フランス語文献講読 １ 

(Reading French Texts 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「バスを待つ人びと」の哲学 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた知的な文章を読む力をつけるとともに、哲学的な諸概念を用いて日常の現象を考察できるようになること。 

 

While gaining the ability to read intellectual texts written in French, students will learn to consider everyday phenomena using 

philosophical concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの哲学者ジャン＝ポール・サルトルは、ありふれた日常の諸現象から出発して哲学することを好んだ。本授業では、停留

所でバスを待つ人びととはどのような存在なのかをめぐる有名な一節（『弁証法的理性批判』より）を読んでみる。事前に指名した

学生による訳読を受けて、担当教員が語彙・文法上の解説を行うとともに、内容についても適宜コメントすることで、理解を深めら

れるよう配慮する。主題上関連する他の文献も、あわせて読むかもしれない。 

 

The French philosopher Jean-Paul Sartre preferred to philosophize from a start in common everyday phenomena. In this class, 

students will read a famous passage (from Critique of Pure Reason) on what sort of existence is led by people waiting at a bus 

stop. Along with oral translation by students designated in advance, the faculty member in charge will explain vocabulary and 

grammar and comment on content as appropriate, in order to deepen understanding. Other literature related to the main 

subjects may also be read. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. サルトルを読む、第１回 

3. サルトルを読む、第２回 

4. サルトルを読む、第３回 

5. サルトルを読む、第４回 

6. サルトルを読む、第５回 

7. サルトルを読む、第６回 

8. サルトルを読む、第７回 

9. サルトルを読む、第８回 

10. サルトルを読む、第９回 

11. サルトルを読む、第１０回 

12. サルトルを読む、第１１回 

13. サルトルを読む、第１２回 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指名された学生以外の者も、事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および訳読担当時の取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL356／フランス語文献講読 ２ 

(Reading French Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書くことをめぐって紡がれた言葉に触れる 

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） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた文章を丹念に読む力を養う。 

 

The course will nurture the ability to closely read texts written in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの現代作家パトリック・モディアノ（Patrick Modiano, 1945-）が 2014 年度ノーベル文学賞の受賞を記念してストックホルム

でおこなった講演の原稿を読む。自己と文学との関わりや、自らの小説作法について、心に沁みる平明な言葉で綴られたテクスト

にじっくりと取り組んでゆく。訳読のみならず、テクストの音読にも力点を置きたい。 

 

Students will read the text of a speech given by contemporary author Patrick Modiano (1945-) in Stockholm upon receiving the 

2014 Nobel Prize for Literature. Students will tackle heartfelt texts written in plain words about the relation between the self 

and literature, and the personal etiquette of novels. The course will put emphasis not only on oral translation but also on reading 

aloud. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習は必須。各自で試訳を作ったうえで授業に臨むこと。担当箇所以外の部分についても読んでくることも求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL371／英語文献講読 １ 

(Intensive English Reading 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学作品を深読みするために 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

神話や聖書、シンボル、過去の作品の影響や頻出するテーマなど英米文学（あるいはヨーロッパ文学全般）の作品を解釈するた

めの代表的な切り口を知り、また地理や歴史などにも目を配る態度を身に着けます。そうした読みを深めるためのいくつかのヒン

トを紹介した英語の文章に取り組んで、研究の際の secondary source（解説、評論、研究論文など）を読む基礎力をつけます。 

 

Students will learn typical perspectives for interpreting works of English and American literature (or European literature in 

general), including myths, the Bible, symbols, influences from past works, and frequently appearing themes, and will acquire an 

attitude of turning an eye toward geography and history. Students will tackle English-language texts that introduce several tips 

for deepening their readings, and will develop the basic ability to read secondary sources (comments, critiques, research papers, 

etc.) in their research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Thomas C. Foster 著の How to Read Literature Like a Professor という本の中から何章かを読みます。授業は輪読形式で参加
者が和訳をします。また授業で扱ったテーマを参考にして各自が選んだ作品を解釈して短い発表をしてもらいます。期末テストに

は初めて読む文章からいくつかの設問に答えてもらいます。 

 

Students will read several chapters from the book How to Read Literature Like a Professor by Thomas C. Foster. In the class, 

participants will translate texts into Japanese through group reading. In addition, participants will make a short presentations, 

interpreting the works they have selected and making reference to themes handled in the class. The final exam will consist of 

an English passage not covered in class with different types of questions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―授業内容紹介 

2. 旅―ジョン・アップダイク「A&P」、トマス・ピンチョン『競売ナンバー49 の叫び』 

3. 過去の作品―ティム・オブライエン『カチアートを追跡して』 

4. 聖書―トニ・モリスン『ビラヴド』 

5. 童話 

6. 神話―W.H.オーデン「美術館」、W.C.ウィリアムズ「イカルスの墜落」 

7. 天候/気象 

8. シンボル―E.M.フォースター『インドへの道』 

9. 政治―ワシントン・アーヴィング「リップ・ヴァン・ウィンクル」 

10. 性―D.H.ロレンス「木馬に乗った少年」 

11. 地理 

12. 身体 

13. 発表／予備日 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

わからない語句は必ず辞書を引いてください。余力があれば授業計画にある作品は邦訳でかまわないので読んでおいてくださ

い。言及されている作品はインターネットなどでできる限り調べておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/発表(20%)/授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介するか、プリントにまとめて配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL372／英語文献講読 ２ 

(Intensive English Reading 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Veiled Lady' を読む 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説を原語で読み、英文学の楽しさに触れる。辞書を引き、文法を確認しながら精読することで、英文読解の力を養

う。 

 

Students will read English novels in the original language, experiencing the enjoyment of English literature. They will cultivate 

ability in English textual comprehension through careful reading while using dictionaries and checking grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの小説家アガサ・クリスティが書いた短編小説‘The Veiled Lady’を精読する。英文解釈を中心に授業を進めながら、20

世紀前半のイギリス文化に関する知識を身につける。他の犯罪小説との類似と差異についても確認する。また、授業外で資料に

あたった上で、調査結果と考察を発表してもらう。 

 

Students will carefully read the short story "The Veiled Lady" by English novelist Agatha Christie. They will acquire knowledge 

about English culture in the first half of the 20th century, through classes focused on interpreting English literature. The course 

will also identify similarities and differences with other crime novels. In addition, students will be asked to present the findings of 

their investigations and their thoughts concerning materials outside of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス / アガサ・クリスティについて 

2. 犯罪小説について 

3. The Veiled Lady を読む １ 

4. The Veiled Lady を読む ２ 

5. The Veiled Lady を読む ３ 

6. The Veiled Lady を読む ４ 

7. The Veiled Lady を読む ５ 

8. The Veiled Lady を読む ６ 

9. The Veiled Lady を読む ７ 

10. The Veiled Lady を読む ８ 

11. The Veiled Lady を読む ９ 

12. プレゼンテーション １ 

13. プレゼンテーション ２ 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、個々に英文解釈を担当してもらうので、受講者全員の予習が必須になる。辞書を引き、充分な時間をかけて予習に取り組

むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への貢献度(40%)/リアクションペーパーの提出(12%)/中間課題(8%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には、テキストのコピー、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL373／英語文献講読 ３ 

(Intensive English Reading 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の歴史とその多様性 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、専門的な語彙を含む英文を正しく理解するとともに、批判的な視点を育むことを目標とする。  

 

The goal is for students to properly understand English texts, including specialized vocabulary, through careful reading of English 

literature, and to gain critical perspectives.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Simon Horobin の The English Language: A Very Short Introduction を読み、世界共通語としての地位を確立しつつある英語が

どのようにして現在の姿に変化したのか、これまでに英語が経験した様々な事象を「標準語」、「英語の多様性」と「多様化」という

点に注目しながら英語の歴史を追う。また英語の歴史を理解することで、現在大きく変化している日本における英語のあり方につ

いても考える。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Students will read Simon Horobin's The English Language: A Very Short Introduction and see how English, which is establishing 

itself as a globally shared language, has changed to its present form. They will follow the history of the language, focusing on 

various phenomena experienced by English, including standard language and the diversity and diversification of English. By 

understanding the history of English, students will consider the future of English in Japan as it undergoes major changes. 

 

A class leader, selected each session, will prepare an outline with summaries of each paragraph, along with questions regarding 

grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方、評価方法について  

What is English? 

2. Origins (1) 

3. Origins (2)   

4. Authorities (1) 

5. Authorities (2) 

6. Standards (1) 

7. Standards (2)   

8. Varieties (1)   

9. Varieties (2)   

10. Global Englishes (1)   

11. Global Englishes (2)   

12. Why Do We Care (1)   

13. Why Do We Care (2)   

14. 理解度を測るための授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者
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の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simon Horobin. 2018.  The English Language: A Very Short Introduction . Oxford UP (ISBN:978-0-19-870925-1) 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL374／英語文献講読 ４ 

(Intensive English Reading 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカのスピーチを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの歴史における重要なスピーチを通して、アメリカの歴史、そしてスピーチそのものの役割について考えます。なぜスピー

チが人を動かすのか、スピーチにはどのような効果があり、歴史を動かしたのか、という点を考えていきます。 

 

Through important speeches in American history, the class will consider American history and the role of speeches themselves. 

The class will consider why speeches move people, what sort of effects they can have, and how they have changed history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代にいたるまで歴史に記憶された、または記憶されていくスピーチを各回取り上げます。 

スピーチには、書かれた言葉には無い力があります。なぜスピーチは人に訴えかけてくるのか、 

なぜ人はスピーチに感動するのか、人はスピーチに何を賭けているのか、映像とスクリプトを交えながら見ていきます。 

当然、スピーチが行われた歴史的文脈も重要になるので、その点についても詳細に考えていきます。 

 

In each session, the course will take up speeches that have been or will be remembered in history. 

Speeches have a power not found in the written word. Why do speeches appeal to people? 

Why are people moved by speeches? What do people stake on speeches? The course will look at these questions, drawing on 

images and scripts. 

Naturally, the historical context in which the speeches were made is also important, and so will be considered in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. (1)歴史を動かしたスピーチ--Martin Luther King. Jr 

3. (2)歴史を動かしたスピーチ--J.F. Kennedy 

4. (3)歴史を動かしたスピーチ--Barack Obama 

5. (4)女性によるスピーチ--Michelle Obama 

6. (5)女性によるスピーチ--Malala Yousafzai  

7. (6)女性によるスピーチ--Chiamando Negozi Adichie  

8. (7)カミングアウト・スピーチ--Ellen DeGeneres  

9. (8)カミングアウト・スピーチ--Ellen Page 

10. (9)カミングアウト・スピーチ--Wentworth Miller 

11. (10)映画とスピーチ--Charlie Chaplin 

12. (11)映画とスピーチ--Oscar Winners  

13. (12)映画とスピーチ--Roy Batty 

14. 総括、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

週ごとの担当者を決めます。担当者にはスピーチを行う人物の紹介と、スピーチが行われた歴史的な流れについて、ハンドアウト

にまとめてもらいます。 

他の受講者は事前にスピーチを見ておいてください。授業の際は、再度スピーチを鑑賞し、配布するスクリプトに基づいて理解を

深めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席および授業貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

スクリプトは適宜配布します。 

 

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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■AL375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL375／英語文献講読 ５ 

(Intensive English Reading 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フェアリー・テイルを考察する 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文テクストの正確な理解に努め、英語の読解力を向上させる。テクストの内容について考察し、自分の意見を発信することを目

指す。 

 

Students will strive to accurately understand English texts and to improve their English comprehension ability. Thinking about 

the content of the texts, students will aim to communicate their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「フェアリー・テイル」（おとぎ話、メルヘン）と呼ばれる文学の一形式について、その定義・歴史・文化的背景を概説した入門書を読

む。英文を精読しつつ、「フェアリー・テイル」が持つ特徴や問題について考え、議論する。発表やレポート準備のために、授業外

での学習が必要な場合がある。 

 

Students will read introductory texts outlining the definition, history, and cultural backgrounds of the form of literature called 

fairy tales. Students will engage in careful reading of English, and will think about and discuss features and issues found in fairy 

tales. Studies outside of class may be necessary to prepare for presentations or reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Chapter1 The worlds of faery: far away & down below 

3. Chapter1 The worlds of faery: far away & down below 

4. Chapter1 The worlds of faery: far away & down below 

5. Chapter1 The worlds of faery: far away & down below 

6. Chapter2 With a touch of her wand: magic & metamorphosis 

7. Chapter2 With a touch of her wand: magic & metamorphosis 

8. Chapter2 With a touch of her wand: magic & metamorphosis 

9. Chapter2 With a touch of her wand: magic & metamorphosis 

10. Chapter3 Voices on the page: tales, tellers, & translators 

11. Chapter3 Voices on the page: tales, tellers, & translators 

12. Chapter3 Voices on the page: tales, tellers, & translators 

13. Chapter3 Voices on the page: tales, tellers, & translators 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で英文解釈を担当してもらうため、受講者全員の予習が必須。受講者の人数によって詳細を決めるが、授業内外でのグ

ループワークが課せられる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への貢献度(40%)/リアクションペーパーの提出(12%)/中間課題(8%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Marina Warner. 2018.  Fairy Tale: A Very Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:9780199532155) 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には、テキスト、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL376／英語文献講読 ６ 

(Intensive English Reading 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物と人間：思想的背景とその変遷を追う 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、複雑な文章を含むテキストを正確に読解しかつ、批判的な視点を育むことを目標とする。  

 

The goal is for students to correctly comprehend texts containing complicated sentences, and to nurture a critical perspective, 

through detailed readings of English literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Keith Thomas の Man and the Natural World: Changing Attitude in England 1500-1800 をテキストとして英文を精読し、特に初期

近代までの西洋の哲学者やキリスト教神学者がキリスト教の教義などに基づき動物をどのように認識していたのか、動物と人間

を取り巻く思想的な背景を理解し、我々の動物に対する態度の根拠となってきた思想の変遷を追う。また適宜、哲学者や神学者

が残した文献を追加資料として配布し、読んでいく。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈、内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Using Man and the Natural World: Changing Attitude in England 1500-1800 by Keith Thomas as the text, students will 

understand how Western philosophers and Christian theologians recognized animals based on Christian doctrines, etc., 

particularly up to early modernity, along with the philosophical background surrounding animals and humans. They will follow the 

changes in thinking that have become the basis of our attitudes toward animals. As appropriate, the course will distribute and 

conduct readings of additional materials in the form of literature left by philosophers and theologians. 

 

A class leader, selected each session, will prepare an outline with summaries of each paragraph, along with questions regarding 

grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方・評価方法について 

Introduction 

2. Human Ascendancy 

i. Theological Foundations (1) 

3. i. Theological Foundations (2) 

4. i Theological Foundations (3) 

5. ii. The Subjugation of the Natural World (1) 

6. ii. The Subjugation of the Natural World (2) 

7. iii. Human Uniqueness (1) 

8. iii. Human Uniqueness (2) 

9. iii. Human Uniqueness (3) 

10. iv. Maintaining the Boundaries (1) 

11. iv. Maintaining the Boundaries (2) 

12. v. Inferior Humans (1) 

13. v. Inferior Humans (2) 

14. 理解度を測るための授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Keith Thomas. 1983. Man and the Natural World: Changing Attitude in England 1500-1800. Penguin Books (ISBN:978-0-140-

14686-8) 

教科書については、初回の授業で詳しく説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Linda Kalof. 2007. Looking at Animals in Human History. Reaktion Books (ISBN:978-1-86189-334-5) 

2. Andrew Linzey and Tom Regan. 1988. Animals and Christianity: A Book of Readings. SPCK (ISBN:0-281-04373-6) 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『日本聖書協会ホームページ』<<https://www.bible.or.jp/main.html>> 

 

注意事項（Notice） 
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■AL377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL377／英語文献講読 ７ 

(Intensive English Reading 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語・音楽・芸術に関する評論文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語による評論文を幾つか丁寧に精読する。主に言語、音楽、芸術などを主題とした文章を取り上げ、平易な英語によるエッセ

ー・論説文から専門家による論文・評論まで幅広く文章を扱いながら、英語の批評文献を読む基礎能力を養成する。英語の文章

を読む実践的な読解力を養うと同時に、英語の語彙を増やすことにも意識的に努める。 

 

Students will carefully read several critical essays in English. The course will mainly take up texts on the subjects of language, 

music, and art. It will deal with wide-ranging texts from simple English essays and dissertations to theses and critiques by 

experts, to cultivate the basic capability for reading critical literature in English. While developing practical ability in reading 

English texts, students will consciously strive to increase their English vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは平易な英語で書かれた短いエッセーや新聞記事を読み、英語の文章を読むことに慣れることから始める。慣れたところで、

後半以降は長文のエッセーや評論、最終的にはある程度専門的な論文にもチャレンジする。「メタファー」、「音楽と感情」、「愛と

芸術」、「音楽と言語」などのテーマを扱い、主題や論旨を正確に把握することはもちろん、細部にも注意を払うことによって議論

の展開を丁寧に追う。全体の内容を確認するために付随した問題をこなし、また、理解への一助として文章と関連した英語の視

聴教材を用いることもある。各文章を読み終わったあとは、ディスカッションを通して個々の問題に関する考察も深めていきたい。

さらに、アカデミックな語彙を確実に増やすことを目的として、定期的に単語と英語表現の小テストを行う予定である。 

 

Students will begin with reading short essays and newspaper articles written in plain English, gaining familiarity with reading 

English texts. Doing so, they will then tackle long-form essays and critiques from the second half, and, ultimately, articles of 

some degree of specialization. Taking up themes such as metaphors, music and emotion, love and art, and music and language, 

students will carefully pursue the development of arguments by accurately grasping the subjects and the gist of arguments, and 

by paying attention to details. The course may also make use of incidental problems for the purpose of checking the content 

overall, as well as English-language audiovisual materials associated with the texts as aids to understanding. After reading each 

sentence, students will deepen their considerations of individual issues through discussions. To steadily build academic 

vocabulary, the course will conduct regular quizzes on words and English expressions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び 「アート」に関するエッセーもしくは新聞記事を読む 

2. 初回授業の続き 

3. ‘The Concepts We Live By’― 言語とメタファー 

4. 第 3 回授業の続き 

5. ‘The Art of Loving’― 愛のまなざし 

6. 第 5 回授業の続き 

7. ‘The Art of Music’― 転調と感情 

8. 第 7 回授業の続き 

9. ‘Music and Language’― 言語の音楽性 

10. 第 9 回授業の続き 

11. ‘Expression Theory’ 

12. 第 11 回授業の続き 

13. 総括 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回必ず予習をしてくること。辞書を用いながら自分で理解できる限り文章を読んでくることが大事である。授業にも辞書を持って

くること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(60%)/出席率や授業参加度(20%)/小テスト（単語）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL378／英語文献講読 ８ 

(Intensive English Reading 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカの学生向けニュース番組で放送されたニュースを読み、アメリカ社会の現状につ

いて学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
小林 美文(KOBAYASHI MINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、英語で書かれたテクストを読解できるような英語力を身に付けること、及び、現代社会の現状について理解を深め、

自らの意見を持つことを目標とする。 

 

This discipline aims to equip students with the ability to comprehend texts written in English, to deepen their understanding of 

the current state of modern society, and to form their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの学生向けニュース番組 CNN 10（旧番組名 CNN Student News）で放送されたニュースを用いた比較的平易な英文の

教科書を使い、アメリカ社会の現状について学ぶ。教科書の 15 ユニットのうち、3 回の授業で 2 つのユニット、すなわち学期中に

8 ユニットを扱う予定である。ユニットの担当者は、ニュース本文の訳、重要語句の註などをまとめた配布物を事前に用意する必

要がある。授業では、難しい箇所・重要な箇所を全員で共有、英文の正確な把握を目指すと同時に、ニュースから発展するテー

マについて話し合う。また、発表・ディスカッションの前後には、音声・映像教材等を使用し、理解の定着を図る時間も設ける予定

である。 

 

Students will learn about the current state of American society using relatively plain English textbooks incorporating news that 

was broadcast on CNN 10 (formerly called CNN Student News), an American news program aimed at students. Of the 15 units 

in the textbook, the course plans to take up 2 units in 3 classes, i.e., 8 units during the semester. The person in charge of the 

unit must prepare handouts materials that summarize the translation of the news text, annotations of key terms, and so on. In 

the class, students will share difficult and important parts with the aim of accurately understanding the English text, and will 

discuss themes that develop from the news. Also, before and after the presentations and discussions, the course will use 

audio/video teaching materials and will set aside time to define understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバス説明、担当週の調整など 

2. Unit 2  

3. Unit 2、Unit 3  

4. Unit 3  

5. Unit 5 

6. Unit 5、Unit 6 

7. Unit 6 

8. Unit 10 

9. Unit 10、Unit 11 

10. Unit 11 

11. Unit 14 

12. Unit 14、Unit 15  

13. Unit 15  

14. ドキュメンタリー視聴、まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当ユニットの発表(30%)/授業への積極的な参加(35%)/レスポンスシート、レスポンスペーパー(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関戸冬彦, 小暮正人, Jake Arnold, Christopher Mattson, 長和重. 2019. CNN 10, Vol.2. 朝日出版社 (ISBN:978-4-255-

15633-0) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布、課題の提出、告知などに Blackboard を使用する。 

発表、ディスカッションなどを行うので、積極的な受講態度が期待される。 

受講者人数によっては、個人ではなくグループで発表する形式をとる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL379／英語文献講読 ９ 

(Intensive English Reading 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ジェイムズ・ボールドウィン『ビール・ストリートの恋人たち』を読む--人種、ジェンダー、階

級、セクシュアリティの観点から 

担当者名 

（Instructor） 
石川 千暁(ISHIKAWA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語読解能力を高めるとともに、人種、ジェンダー、階級などの問題が文学においてどのように描かれてきたかについて理解を深

める。 

 

Students will improve their English comprehension abilities and gain a better understanding of how race, gender, class, and other 

issues have been portrayed in literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 2019 年度アカデミー賞候補(2019 年 1 月現在)と目されている映画『ビール・ストリートの恋人たち』。本科目では、その原作であ

るジェイムズ・ボールドウィンによる小説 If Beale Street Could Talk を講読します。 

 

 1974 年に発表された本作は、19 歳の Tish と 22 歳の Fonnyのラブ・ストーリーです。と言っても、ハーレムに暮らす貧しい黒人

である彼らには、アメリカ社会の厳しい現実から目をそらし、二人だけのロマンティックな世界に生きることは許されません。結婚

の約束もむなしく、白人警官の悪意によって、Fonny は犯していない強姦の罪で投獄されてしまいます。物語は刑務所で獄中生

活を送る Fonny と Tish の面会シーンで幕を開けます。そこで Tish は自分が妊娠していることを、彼らを隔てるガラス越しに告げ

るのです。赤ん坊が生まれるまでに、あるいは Fonny の心が参ってしまわないうちに、彼を救い出すことはできるでしょうか。本作

を通して読者は、人種差別の国アメリカで黒人として生きることが、しばしば愛する人との別離と隣り合わせであるという真実を、

痛切に思い知るでしょう。 

 

 毎回の授業では担当者の発表をもとに、クラス全体で議論をします。人種はもちろんのこと、ジェンダーや階級、セクシュアリティ

の観点から作品を分析していきます。ゲイであるボールドウィンはなぜあえて異性愛カップルの物語を描いたのか？ 40 年以上

の歳月を経て、本作が再び注目され、映画化されたことの歴史的意義とは？ 等の問いについて考えます。 

 

 また、映画の本編や予告に使用されている黒人音楽の一部(The Fugees, Al Green, Nina Simone, John Coltrane, Miles Davis)も

紹介したいと思います。 

 

This course is a study of James Baldwin’s novel _If Beale Street Could Talk_, which has been adopted into a film of the same 

title and nominated for the 2019 Academy Awards (as of January 2019). 

 

Originally released in 1974, _Beale Street_ is the love story of 19-year-old Tish and 22-year-old Fonny. As poor black residents 

of Harlem, however, the young couple does not have the luxury to live in their own world of romance and must face the harsh 

reality of American racism. They promise to marry, only to find Fonny imprisoned on the false charge of rape due to a hateful 

plot of a racist white cop.  

 

The story opens with the scene of Tish’s uneasy visit to Fonny, who is now in the prison. Through the glass panel that 

separates them, Tish tells Fonny her pregnancy. Will she be able to rescue him before the baby is born, or before life in jail 

breaks Fonny’s heart? This long-time seller reminds readers of the painful reality that living as a black man in the racist nation 

of the United States often means separation from his loved ones.  

 

During each session, students will be expected to participate in discussions based on the presentation made by the student (s) 

in charge. Viewing the work not only through the lens of race but of gender, class, and sexuality, the course will consider 

questions such as (but not limited to): Why did Baldwin, himself being gay, chose to create a story of a heterosexual couple? 

What is the historical significance of the work gaining attention and being adopted into a film after over 40 years?  

 

This course is also intended to introduce some of the black music (The Fugees, Al Green, Nina Simone, John Coltrane, Miles 

Davis) used in the film as well as the trailer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション および 映画版『ビール・ストリートの恋人たち』鑑賞 1 
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2. 映画版鑑賞 2 

3. If Beale Street Could Talk 1 

4. If Beale Street Could Talk 2 

5. If Beale Street Could Talk 3  

6. If Beale Street Could Talk 4 

7. If Beale Street Could Talk 5 

8. If Beale Street Could Talk 6 

9. If Beale Street Could Talk 7 

10. If Beale Street Could Talk 8 

11. If Beale Street Could Talk 9 

12. If Beale Street Could Talk 10 

13. レポート準備  

14. レポート発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英文は必ず辞書を引きながら読んでおくこと。発表担当者はそれに加え、ハンドアウトの作成が求められる。 

 

また、最終レポートに向けて興味あるトピックを絞っておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献(20%)/授業内発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Baldwin, James.. 2006. If Beale Street Could Talk. Vintage (ISBN:0307275930) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川副智子訳、2019、『ビール・ストリートの恋人たち』、早川書房 (ISBN:4152098295) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL380／英語文献講読 １０ 

(Intensive English Reading 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguro  Never Let Me Go を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro の長編 Never Let Me Go を読みます。この作品は映画化されているので映画を随時参照しながら読んでいきま
す。時間が許す限り映画と原作の比較も行いたいと考えています。この作品は非常に読み易い英語で書かれていますし内容も

良く知られています。まだ内容を知らない方ももちろん大歓迎です。多読、精読という難しい課題に挑戦しましょう。 

 

Students will read Kazuo Ishiguro's full-length novel Never Let Me Go. As this work has been made into a movie, the course will 

refer to the movie from time to time during the readings. As time permits, the course will compare the movie to the original 

work. The work is written in easily read English and its content is also well known. Persons who do not know the work are of 

course also welcome to participate. Join the class in this difficult task of extensive and careful reading. 

 

授業の内容（Course Contents） 

正確な読解力の養成が第一目標です。内容の共通理解を踏まえた議論を通じて作品理解を深めます。 

 

Cultivating accurate reading skills is the primary goal of the course. Students will deepen their understanding of the work 

through discussion based on a shared understanding of the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１～2 章 

3. 第 3～4 章 

4. 第 5～7 章 

5. 第 8～10 章 

6. これまでのまとめと映画との比較（１） 

7. 第 11～１3 章 

8. 第１4～１6 章 

9. 第 17～19 章 

10. 第 20～21 章 

11. これまでのまとめと映画との比較（２） 

12. 第 22～23 章 

13. 全体のまとめとここまでに扱いきれなかった箇所があればそこを扱う 

14. まとめ、映画との比較（３）、レポート指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必須。必ず単語・熟語・構文は調べておくこと。テキスト内容の不明箇所を授業で確実に理解できるように努めて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/コメントカード兼出席票(20%) 

欠席回数が授業全体の 3 分の 1 を超えたものは、いかなる理由があっても単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 857 - 

■AL381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL381／英語文献講読 １１ 

(Intensive English Reading 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
帝国で読み解くイギリス近代史 

担当者名 

（Instructor） 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東インド会社などの帝国に関する英語文献・論文を読み、イギリス近代史についての英語学術文献の読解力および専門知識に

基づいた英語学術文献の分析力を養う。 

 

Students will read English-language books and theses concerning the East India Company and other aspects of the British 

Empire, and will cultivate the ability to comprehend English-language academic literature concerning modern British history, and 

to analyze English academic literature with specialized knowledge of history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回授業で、提示する複数のテキスト候補から受講者の希望に基づいてテキストを決定する。授業では、共通のテキストを輪読

し、たんなる日本語訳を確認するのではなく、学術的英語文献の読解・分析について検討してゆく。そのため、日本語・英語の多

様なレファレンス等も活用してゆくことが求められるが、専門性の高いテキストを用いるので、必要に応じて授業担当者の解説を

加える。 

 

In the first class, texts will be chosen from among several candidates presented, based on students' wishes. Rather than group 

reading of a common text followed by simple checking of a Japanese translation, the class will investigate comprehension and 

analysis of English-language academic literature. Accordingly, the use of various reference materials in Japanese and English 

will be required. However, as highly specialized texts will be used, the person in charge of the class will add explanation as 

needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：複数のテキスト候補を提示するので、受講者とともにテキストを決定する。授業の進め方や求められる予習につ

いて説明する。 

2. テキスト講読 

3. テキスト講読 

4. テキスト講読 

5. テキスト講読 

6. テキスト講読 

7. テキスト講読 

8. テキスト講読 

9. テキスト講読 

10. テキスト講読 

11. テキスト講読 

12. テキスト講読 

13. テキスト講読 

14. テキスト講読、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の終わりに、次回までの予習範囲を指示する。あわせて、Blackboard を通じて履修者への準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する複数回の提出物(60%)/授業内の参加・発言内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に複数候補を提示し、受講者とともに決定する。 

 

参考文献（Readings） 

主要参考文献は初回授業時に説明する。また、適宜授業内で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布や参考文献の提示に Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 859 - 

■AL382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL382／英語文献講読 １２ 

(Intensive English Reading 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス帝国と環境 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス帝国史の基本英語文献の精読を通して、英文読解力の向上をはかるとともに、アジア・アフリカ近現代史を環境の視点

から理解する。 

 

Through careful reading of basic English literature on the history of the British Empire, the course aims to improve students' 

English text comprehension ability and gain understanding of modern and contemporary Asian and African history from an 

environmental perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語圏の地理学・歴史学・環境学を専攻する学部学生向けに書かれた William Beinart & Lotte Hughes の『環境と帝国』（2010

年）の数章を選び輪読する。担当者が要旨を報告した後、全員で議論をし、内容理解を深める。 

 

This course will perform group readings from several chapters of Environment and Empire by William Beinart and Lotte Hughes 

(2010), written for undergraduate students majoring in geography, history studies, and environment studies in English-speaking 

countries. The person in charge will provide a summary report, after which all participants will discuss and deepen their 

understanding of the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス・分担決め（各章の題名は下記のとおり） 

2. ❏大西洋奴隷貿易とカリブ地域プランテーションの環境的側面 

❏カナダの毛皮貿易 

3. ❏南部アフリカのハンティング・野生生物・帝国主義 

❏帝国トラベラー 

4. ❏オーストラリアの羊・牧草地・人口学 

❏インドの森と森林管理 

5. ❏インドとエジプトの水・灌漑・農耕社会 

❏コロニアル都市： 環境・空間・人種 

6. ❏伝染病と都市環境 

❏東部・中部アフリカのツェツェバエとトリパノソーマ症 

7. ❏帝国科学者・エコロジー・自然保護 

❏帝国と自然の視覚的表象 

8. ❏マレーシアのゴムと環境 

9. ❏中東の石油抽出： クウェートの経験 

10. ❏植民地的自然保護と資源管理への抵抗 

11. ❏国立公園と観光業の成長 

12. ❏ポスト帝国の都市環境 

13. ❏在来の環境権と知識の再主張 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は担当部分の要旨をまとめた「レジュメ」を準備して発表に備える。担当部分以外もしっかりと読み込み疑問点を洗い出し

ておく。不明な用語を事典などできちんと理解しながら読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業時の討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. William Beinart and Lotte Hughes. 2010. Environment and Empire. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-956251-0) 

受講者の希望に沿って、上掲書のうちの数章を選択し、当該章のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スティーブン・ハウ、2003、『帝国』、岩波書店 (ISBN:978-4000268677) 

2. アルフレッド・W. クロスビー、2017、『ヨーロッパの帝国主義』、筑摩書房 (ISBN:978-4480097897) 

3. ルシール・H. ブロックウェイ、1983、『グリーンウェポン』、社会思想社 (ISBN:978-4390602327) 

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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■AL383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL383／英語文献講読 １３ 

(Intensive English Reading 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代イギリスの宗教を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では Grace Davie 著、Religion in Britain: A Persistent Paradox, Second Edition を読み、アカデミックな英語の読解力を
磨くとともに、現代イギリスの宗教について、さらには、現代社会における宗教の位置について理解を深める。 

 

 In this class, students will read Religion in Britain: A Persistent Paradox, Second Edition by Grace Davie, to refine their 

academic English comprehension ability and to deepen their understanding of contemporary British religion and the position of 

religion in contemporary society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イギリスの宗教と聞いて何を思い浮かべるだろうか。立教の学生であればもちろん、英国教会を想起するだろう。しかし、イギリ

スのキリスト教会参加率は低下の一途をたどり、「世俗化」が進行しているようにみえる。 

 

 だが、著者 Davie が明らかにするのは、それでもキリスト教会がイギリスにおける存在感を失っていないということだ。一見した

ところのこの「パラドックス」を、Davieは Believing without Belonging、Vicarious Religion といった概念によって鮮やかに説明して

ゆく。 

 

 さらに、現代のイギリスは非欧米からも多くの移民を受け入れた移民社会であり、移民とその子孫を中心としたムスリムのイギ

リス人は 2011 年に既に人口の 4.8％を占め、その後も増加中である。本書はそうした近年の変化をも射程に入れた著述を行って

いる。 

 

 イギリスはもはや単純なキリスト教社会とは言えない。同時に、イギリス社会に対するキリスト教の影響は消失したというのも誤

りである。本書の講読は、現在進行形で変化しつつあるイギリス社会への理解を深め、宗教を信じる人、信じない人が入り混じっ

て暮らすグローバル社会について考察するための重要な視点を提供してくれるはずである。 

 

 What comes to mind when religion in England is mentioned? Rikkyo University students will naturally recall the Church of 

England. However, participation in the Christian church in Britain continues to decline, with secularization apparently advancing. 

 

 What the author Davie reveals is that the Christian church has not yet lost its presence in Britain. Davie vividly explains what 

appears at first glance to be a paradox through the concept of "Believing without Belonging" and "Vicarious Religion." 

 

 Furthermore, present-day Britain is an immigrant society that has received many immigrants from non-Western countries, and 

British Muslims, largely immigrants and their offspring, accounted for 4.8% of the population in 2011 and continue to increase. 

The book also covers such changes of recent years. 

 

 Britain can no longer be called a purely Christian society. At the same time, it would be a mistake to say that the influence of 

Christianity on British society has disappeared. Reading the book should provide important perspectives for deepening 

understanding of British society as it continues changing, and for considering a global society in which believers and non-

believers live together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 章 Introduction: A Framework for Discussion 

3. 第 2 章 Contexts and Generations 

4. 第 3 章 Facts and Figures 

5. 第 4 章 Cultural Heritage, Believing without Belonging and Vicarious Religion 

6. 第 5 章 Territory, Politics and Institutions 

7. 第 6 章 Presence: Who Can Do What For Whom? 

8. 第 7 章 An Emerging Market: Gainers and Losers 

9. 第 8 章 Proliferations of the Spiritual 
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10. 第 9 章 Managing Diversity 

11. 第 10 章 Religion in Public Life 

12. 第 11 章 Religion and Modernity Continued 

13. ディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週の担当箇所の訳文を作り、担当箇所以外の部分も読んだうえで授業に臨むこと。授業を受けて、その日の内容を復習するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎週の訳文提出(50%)/授業中の発言(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Grace Davie. 2015. Religion in Britain: A Persistent Paradox, Second Edition. Wiley-Blackwell (ISBN:1405135964) 

第二版は 1994 年出版の初版から大きく改訂されている。必ず 2015 年出版の第二版を手に入れること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL384／英語文献講読 １４ 

(Intensive English Reading 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルネサンス美術に関する英語学術論文の精読・多読 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 美耶子(SUGIYAMA MIYAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
言語自由科目（英語）アドバンスト・モジュール相当のレベルの授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際学術雑誌に掲載された英語論文を精読・多読することで、英文読解力と分析能力の更なる向上を目指します。専門的な内容

を扱った英語論文は、小説や新聞記事とは異なるアカデミックなスタイルで書かれており、パラグラフの構成や論の展開にも一定

の規則があります。この授業では、特にルネサンス美術に関する様々な英語論文（オンライン・ジャーナルを含む）の精読・多読を

通し、英文を正確に読み解くと同時に、批判的に分析する能力の育成を目指します。将来、研究者や海外留学を目指す人の英

語能力向上もサポートします。 

 

Through careful and extensive reading of English-language theses published in international academic journals, this course aims 

to further improve students' English comprehension and analysis abilities. English-language academic papers dealing with 

specialized content are written in an academic style that differs from novels and newspaper articles, and certain rules govern 

the composition of paragraphs and the development of arguments. This class aims to train students' ability to analyze critically 

as well as accurately interpret English sentences, particularly through detailed and extensive reading of English-language 

academic papers (including online journals) particularly on Renaissance art. The class will also support the improvement of 

English capabilities for persons aiming to become researchers or study abroad. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、担当者が用意したレジュメ（英語論文の要約と内容に関する考察をまとめたもの）をもとに、英訳の精度や分析内容に

関して全員で確認・意見交換し、ディスカッション形式で授業を進めます。学術的な論文に特有の文章構成、各パラグラフにおけ

る要点の提示と議論の展開方法に関する理解を深め、英語文献を正確に読み解く能力の向上を図ると同時に、将来的に自分自

身で英語論文を執筆するために必要な知識を習得します。 

 

Based on an outline prepared by the person in charge (a summary of English-language academic papers and thoughts on the 

content), all members will affirm and exchange views on the accuracy of the English translation and analysis of the content, as 

the class proceeds in a discussion format. Students will deepen their understanding of the composition of texts unique to 

academic papers, and how to present the key points of each paragraph and develop discussion. While improving their ability to 

accurately read and comprehend English literature, they will acquire the knowledge required to write their own English-language 

academic papers in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義―英語論文のパラグラフ構成と議論の展開方法 

2. 演習―担当者による発表とディスカッション 1 

3. 演習―担当者による発表とディスカッション 2 

4. 演習―担当者による発表とディスカッション 3 

5. 演習―担当者による発表とディスカッション 4 

6. 演習―担当者による発表とディスカッション 5 

7. 演習―担当者による発表とディスカッション 6 

8. 演習―担当者による発表とディスカッション 7 

9. 演習―担当者による発表とディスカッション 8 

10. 演習―担当者による発表とディスカッション 9 

11. 演習―担当者による発表とディスカッション 10 

12. 演習―担当者による発表とディスカッション 11 

13. 演習―担当者による発表とディスカッション 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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担当テキストの読解と分析の精度(50%)/グループディスカッションにおける積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を使用します。 

ルネサンス美術・文化に関する解説を適宜いれます。芸術・文化に幅広い関心を持つ学生の参加を歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 

 

  



 - 865 - 

■AL385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL385／英語文献講読 １５ 

(Intensive English Reading 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Walt Whitman とアメリカ 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀を代表する詩人 Walt Whitman の作品を精読することで、英文読解力および批判的思考力を養う。また、関連する散文や

批評も扱い、19 世紀のアメリカにおける文化や歴史を多角的に考察していく。 

 

By carefully reading the works of the 19th century poet Walt Whitman, students will cultivate ability in English comprehension 

and critical thinking. The course will also deal with related prose and critiques, and will consider 19th century American culture 

and history from diverse viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀当時のアメリカにおける文化的、歴史的諸相を確認した上で、主に代表作 Leaves of Grass を読んでいく。南北戦争や性
の問題、民主主義等の問題を多角的に考察する。各回、担当者による訳（要約）、重要語句の註、考察・問題提起等をまとめたハ

ンドアウトをもとに、随時講義をおりまぜながら、受講者全員で議論をして授業を進めていく。 

 

After learning about cultural and historical aspects of 19th century America, students will primarily read the representative work 

Leaves of Grass. They will also consider issues such as the Civil War, gender issues, and democracy from multifaceted 

viewpoints. The course will proceed through discussion among all students, incorporating lectures as appropriate, based on 

hand-outs that collect the translation (summary), annotations on important terms and phrases, thoughts and issues, etc., by the 

person in charge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Walt Whitman とアメリカ（1） 

3. Walt Whitman とアメリカ（2） 

4. Walt Whitman. "Preface" to Leaves of Grass.（1） 

5. Walt Whitman. "Preface" to Leaves of Grass.（2） 

6. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (1) 

7. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (2) 

8. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (3) 

9. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (4) 

10. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (5) 

11. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (6) 

12. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (7) 

13. Walt Whitman. Excerpt from Leaves of Grass. (8) 

14. Final Report（総括） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は①訳（要約）、②重要語句の註、③考察・問題提起等をまとめたハンドアウトを準備し、受講者数コピーをする。担当以

外の者はテキストを熟読し、疑問点や重要だと思われるパッセージ、問題提起をしたい箇所を必ずピックアップしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/課題・担当発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な問題提起およびディスカッションへの参加が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL386／英語文献講読 １６ 

(Intensive English Reading 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカのニュース番組で実際に放送されたニュースを読み、アメリカ社会が抱える問題

や、テレビニュース英語の特徴について学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
小林 美文(KOBAYASHI MINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
言語自由科目（英語）アドバンスト・モジュール相当のレベルの授業 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、英語で書かれたテクストを読解できるような英語力を身に付けること、及び、現代社会の問題について理解を深め、

自らの意見を持つことを目標とする。 

 

This discipline aims to equip students with the ability to comprehend texts written in English, to deepen their understanding of 

issues in modern society, and to form their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの 3 大ネットワークの一つである ABC 放送のニュース番組で実際に放送されたニュースを読み、アメリカの社会問題や、

テレビニュース英語の特徴について学ぶ。担当者は、ニュース本文の訳、重要語句の註などをまとめた配布物を事前に用意する

必要がある。授業では、難しい箇所・重要な箇所などを全員で共有、英文の正確な把握を目指すと同時に、ニュースの背後にあ

る社会問題について話し合う。また、発表・ディスカッションの前後には、音声・映像教材等を使用し、理解の定着を図る時間も設

ける予定である。 

 

Students will read news that was broadcast by ABC, one of the three major networks in the United States, to learn about 

American social issues and characteristics of television news English. The person in charge must prepare handouts that 

summarize the translation of the news text, annotations of key terms, and so on. In the class, students will share difficult and 

important parts with the aim of accurately understanding the English text, and will discuss the social issues behind the news. 

Also, before and after the presentations and discussions, the course will use audio/video teaching materials and will set aside 

time to define understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバス説明、担当週の調整など 

2. TVニュース英語の特徴 

3. 発表とディスカッション 

4. 発表とディスカッション 

5. 発表とディスカッション 

6. 発表とディスカッション 

7. 発表とディスカッション 

8. 発表とディスカッション 

9. 発表とディスカッション 

10. 発表とディスカッション 

11. 発表とディスカッション 

12. 発表とディスカッション 

13. 発表とディスカッション 

14. ドキュメンタリーの視聴、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者以外の受講者も、ニュース記事を辞書を使って読み、疑問点を明らかにした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の発表(30%)/授業への積極的な参加(35%)/レスポンスシート、レスポンスペーパー(35%) 

５回以上欠席した場合は、単位取得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山根茂、Kathleen Yamane、2019、『Broadcast: ABC World News Tonight 映像で学ぶ ABC ワールドニュース』、金星堂 

(ISBN:978-4-7647-4073-0) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料の配布、課題の提出、告知などに Blackboard を使用する。 

発表、ディスカッションなどを行うので、積極的な受講態度が期待される。 

受講者人数によっては、個人ではなくグループで発表する形式をとる。 

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japan in Asian Context 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japan's Spiritual Crisis 

担当者名 

（Instructor） 
ナドゥー，Ｒ．(NADEAU RANDALL L.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

A study of Japanese identity in the new millennium 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course investigates Japanese identity in the context of Asia in the new millennium. It examines changing demographic, 

economic, and cultural changes in the region, and Japan's response to challenges also facing neighboring East Asian nations. 

Two books, Ama Toshimaro's "Why are the Japanese Non-Religious" ,  and Furuichi Noritoshi's " Happy Youth of a Desperate 

Country" ,  address a "spiritual crisis," especially among Japanese youth, as a particular response to regional economic and 

demographic challenges:  economies that are increasingly dependent upon China's strengths and weaknesses, and declining 

birthrates that will have long-term effects on today's youth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction:  Japanese Identity in the new millennium 

2. ch 1. What Does it Mean to “Lack Religious Beliefs” (mushūkyo)? 

3. ch 2. The History of Being Non-Religious 

4. ch 3. Poor Religious Understanding 

5. ch 4. Religion and the Value of Just Being Ordinary 

6. ch 5. A Village Without Individual Graves 

7. Research paper 1 due 

8. ch 1. The rise and fall of "young people" 

9. ch 2. The restless young 

10. ch 3. The "collapse" of "Japan"? 

11. ch 4. The youths who stand up for Japan 

12. ch 5. East Japan earthquake and the young people who met expectations 

13. ch 6. The happy youth of a desperate country 

14. Summary lecture and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

3-4 hours per week:  reading of selections from two books, two research papers, in-class oral presentations and discussion: 

Study of the feedback to their research papers from the instructor. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Research paper 1(30%)/Research paper 2(30%)/Oral presentations(15%)/Class participation(10%)/Quizzes(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Toshimaro, Ama. 2004. Why are the Japanese Non-Religious. University Press of America (ISBN:9780761830566) 

2. Noritoshi, Furuichi. 2017. The Happy Youth of a Desperate Country. Japan Publishing Industry Foundation for Culture 

(ISBN:9784916055835) 

Students are not required to purchase the textbooks: selections will be provided to students on the first day of class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Traditional Arts in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Visual Culture in the Global Context 

担当者名 

（Instructor） 
高松 麻里（TAKAMATSU MARI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

定員 10 名 

 

2019 年 7 月 16 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：スウィフト→高松 麻里(TAKAMATSU MARI) 

以上の理由により、授業の目標、内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、

成績評価・基準、テキスト、参考文献についても以下の内容に変更する。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 The course aims to familiarize students with artworks, artistic mediums and the historical development of Japanese visual 

culture to critically interpret these in terms of both similarities and differences with the productions of other visual cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 Japanese visual culture has been formed through ceaseless negotiations with foreign ideas, technology and artistic creations. 

This course examines a variety of visual art produced in Japan from the prehistoric period to the present, paying attention to 

the global context of its creation. Roughly chronologically organized, each class explores issues such as the construction of 

“Japan-ness” in architecture and painting; the impact of transcultural faiths, namely Buddhism and Christianity; and the 

ramifications of western visual impacts in modern times. Each session will consist of a lecture followed by a class discussion. 

Students are required to submit a short reaction note about the reading and class every week. In addition, students will present 

a work of Japanese art based on their research at a museum in Tokyo. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is “Japanese Art” or “Japanese Visual Culture”? 

2. Japanese History 101 

3. Buddhism 01: Representations of Buddhist Cosmology in the Global Context 

4. Buddhism 02: Transformation of the Image of Buddha 

5. Buddhism 03: Types of Buddhist Sculpture 

6. Japan-ness in Architecture 01: the Ise Shrine 

7. Japan-ness in Architecture 02: Chogen and the Todaiji Temple 

8.  Japan-ness in Architecture 03: Castles and Tea room 

9. Media in Japanese Painting: emaki, kakemono, and byōbu 

10. Two Modes of Japanese Paining: yamato-e and kara-e 

11. Kano School or “Painting of the Realm” and Rimpa School or “Japan-ness” in painting 

12. Influence of European Painting: Adaptation of One-point Perspective 

13. Hokusai’s Great Wave: A Global Icon 

14. Final Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 One or two readings will be assigned every week and they are expected to be completed before each class meeting.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Weekly reaction note(70%)/Final Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

One or two required readings will be assigned every week via photocopies. 

 

参考文献（Readings） 

For further reading, references are available on the course reserve shelf at the Library. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

For your final presentation, you need to go to a museum in Tokyo.  
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注意事項（Notice） 
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■AL393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Postmodern Turn in Japanese Arts 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Contemporary Japanese (visual) arts and culture after World War II. 

担当者名 

（Instructor） 
足立 伊織(ADACHI IORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose of this course is to provide students with a rough map of contemporary Japanese art—mainly visual art—and 

some key concepts requisite for thinking about works of art. Students are not required to be emotionally impressed by works of 

art. Instead, by the end of the course, students will be able to locate each work within its own cultural and historical context. 

Trough this procedure, students will also learn to observe what feature in each work of art is a response to its context, and to 

think how it may function. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course aims to provide an understanding on the postmodern turn in Japanese (mostly visual) arts. The term “postmodern,” 

which indicates no more than something coming after “modern” in its literal meaning, has been problematic one. Moreover, the 

notion “modern” has its roots so deep in the history of Western societies that we cannot apply it to Japanese culture without 

paying attention to the history of Japan. It is often said that—especially concerning Japanese contemporary arts—

modernization in japan was conducted very hastily by the government, and that it remains unfinished even today somewhat due 

to Japanese defeat in World War two. This course will trace how the Japanese postmodern arts—or what have been and might 

be called postmodern arts—has emerged in such a situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Brief history 1. Modern, modernity and modernism 

3. Brief history 2. Postmodernism: Post "modernism" or "postmodern" ism? 

4. Avant-Garde art 1 

5. Japan–United States relations 1: WW2 and Japanese high-art 

6. Avant-Garde art 2 

7. Postmodern art 1: Art of the 1960s and the 1980s 

8. Japan–United States relations 2: Japanese subcultures 

9. Aesthetics: Sublime, beauty and "Kawaii" 

10. Postmodern art 2: Art of the 1990s and the 2000s 

11. Postmodern art 3: Art of the 2010s 

12. Contemporary Japanese music: from sampling and remix to "Beatjack" 

13. Video culture on the Internet: "Vaporwave" and elements from Japanese culture in it 

14. Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings and handout will be provided by the instructor during the classes 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

設問への回答など(40%)/授業参加(30%)/出席(30%) 

Attendance (30%), Participation (30%), Assignment, essay, excercise (40%). 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Development of Gender Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Representation of Women in American Visual Culture 

担当者名 

（Instructor） 
江崎 聡子（EZAKI, SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through readings, discussions, and writings in class, students should be able to 1) become familiar with key concepts and ideas 

of gender and visual representation, 2) learn skills in critical reading of texts and images, 3) demonstrate and develop knowledge 

of the field in class discussion and writing by utilizing relevant theories and technical terms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines major issues of gender in American visual culture. By focusing on images of women in film, fine arts, 

music industry, and mass media, we will discuss the significance of construction of women’s identity and their roles through “the 

gaze” and gendered practices of looking. Analyzing some stereotypes of women in paintings, ads, moving images, and 

photographs will lead us to question how, by whom, and  why these images are produced, presented, and circulated in visual 

culture. This involves considering contemporary issues and arguments of the relationship between sexuality, race, and 

hegemonic ideologies in American culture. We will also look at feminist practices since the 1970s intended to deconstruct 

stereotypes and create their own images.  By analyzing differences in  the portrayal of women between feminist art works and 

mass-produced popular images, we will consider functions of social norms in male-oriented society and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Guidance—Overview of course requirements and assignments 

2. Introduction: What is gender, What is visual culture, What is representation, Who is referred to as “the Other”?  

3. Feminist Art Practices since the 1970s (1): Discuss 1)Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?”, 2) 

Gill Perry, “ Introduction: Gender and Art History,” Gill Perry ed., Gender and Art 
4. Feminist Art Practices since the 1970s (2): View and discuss works by Judy Chicago, Barbara Kruger, Cindy Sherman, 

Mary Kelly, Carrie Mae Weems 

5. Feminist Art Practices since the 1970s (3): Discuss and write on some feminist art works 

6. Gender and the Gaze (1): Discuss John Berger, “Chapter 3,” Ways of Seeing (1972) 

7. Gender and the Gaze (2): Discuss Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema,” Screen (1975) 

8. Gender and the Gaze (3): View Rear Window (1954), directed by Alfred Hitchcock 

9. Gender and the Gaze (4): Discuss and write on Rear Window 

10. Construction of the female body (1): Discuss Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory,” Theatre Journal(1988) 

11. Construction of the female body (2): Discuss Marjorie Garber, Vested Interests: Cross-Dressing & Cultural Anxiety (1992) 

12. Construction of the female body (3): View Mrs. Doubtfire (1993), directed by Chris Columbus 

13. Construction of the female body (4): Discuss and write on Mrs. Doubtfire 

/ Review 

14. Final test  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be well prepared for and participate in discussions and writings in class by doing assignments and related 

readings.  

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final test (an essay)(40%)/Three in-class writings (short essays)(30%)/Class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Reading materials will be available on the first day of the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Amelia Jones ed.. 2010. The Feminism and Visual Culture Reader. Routledge (ISBN:9780415543705) 
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2. Marita Sturken and Lisa Cartwright. 2001. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press 

(ISBN:9780190265717) 

3. Gill Perry ed.. 1999. Gender and Art. Yale University Press (ISBN:0300077602) 

4. Hilary Robinson ed.. 2015. Feminism-Art-Theory: An Anthology 1968-2014. Wiley Blackwell (ISBN:1118360591) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class will deal with some art works, films, and readings that might make you feel uncomfortable, disturbed, and confused. 

Enrollment in this class consists of agreement to view and discuss such materials in an objective manner. 

 

注意事項（Notice） 
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■AL395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Intellectual History of Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Themes in Modern Japanese Thought 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイヒャート(WEICHERT ROBIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of the course is to train students to read texts critically and effectively and to provide them with a rough map of 

Japanese intellectual discourse. Students should, by the end of the course, find themselves able to: identify the main questions 

and debates in the field of Japanese thought; situate these in their specific historical contexts; deploy key concepts to analyze 

the modern predicament in its cultural, social, and political dimensions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course presents a survey of major trends and topics of Japanese thought from the late 19th century to the present day. 

During the 150 years since its opening to the world, Japan saw rapid economic modernization and social transformation, but it 

also experienced political violence, war, environmental catastrophe, social conflict, and economic stagnation. How have 

Japanese thinkers addressed these changes and challenges? What kind of intellectual resources did they draw from to interpret 

and explain, legitimize and contest the issues of their day? By examining texts written by Japanese intellectuals, and tracing 

how their discourses responded to world historical shifts or found inspiration in exchanges with “foreign” writers, the course will 

explore the changing position of “Japan” (and “Japanese thought”) within a globalizing world. Students are required to give a 

presentation on a text or author and submit an essay by the end of the term. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Introduction 

2. Between East and West: "Civilization" 

3. Socialism and Anarchism  

4. Marxism and the Debate over Japanese Capitalism  

5. Pan-Asianism and Imperialism  

6. War and Culture: the Ethnographic Gaze 

7. Fascism, Democratization and the Modern Subject 

8. Thought in the Nuclear Age 

9. The New Left: from World Revolution to "Anti-Japanist" thought 

10. Before and after Women's Lib: Feminist Thought  

11. From Japonism to "French Theory"  

12. New Academism and Postmodernity 

13. Postcolonialism, Nationalism, and the Age of the Internet 

14. Concluding discussion and wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read articles and excerpts from books suggested during the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and classroom participation(30%)/Presentation(30%)/Essay(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Readings and handouts will be provided in the first session and during the course.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／実作・実践講義 ２ 

(Lectures on Artistic Creation 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「形（かたち）」を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 健仁(MIWA KENJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術における，「形（かたち）」に注目した作品解釈の方法を学ぶ。 

 

Students will learn methods of interpreting works, with a focus on "form" in the arts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「形」に注目するとは，「何が（内容）」より「いかに（形式）」に，まず眼を向けてみることである。芸術作品を，「形」という視点から紹

介，分析することで，各々のジャンル（たとえば美術，映画，音楽など）がどのような「形式」的特質を持つかを探る。 

たとえば，「バラの花(内容)」は絵画でも，音楽でも，映画でも表現可能である。 

けれど，「いかに（形式）」という点で異なるために，結果としてできあがる「バラ」は，それぞれ独自の表現性（「絵画としてのバ

ラ」，「音楽としてのバラ」，「映画としてのバラ」）を持つことになる。 

毎回の講義では，さまざまな芸術作品（美術，建築，文学，音楽，映像，舞台芸術など)を取り上げ，とりわけ「制作のプロセス」，

「鑑賞のプロセス」，「作品と鑑賞者の関係」に注目しながら，各々の表現が持つ「形」の魅力について考察していく。 

 

Focusing on form means to look first at the "how" (the form) rather than the "what" (the content). By introducing and 

analyzing works of art from the perspective of form, the course will explore what formal characteristics are found in each genre 

(e.g., art, film, music, etc.). 

As an example, a rose (content) can be expressed in painting, music, or a movie. 

However, as differences occur in the "how" (form), each resulting rose has its own expressiveness ("rose as a painting," "rose 

as music," "rose as a movie"). 

Each lecture will take up various works of art (visual art, architecture, literature, music, video, performing arts, etc.) and focus 

on the process of production, the process of appreciation, and the relationship between work and viewer, while considering the 

appeal of the "form" possessed by each expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション｜この講義における「形」という語の定義について 

2. 絵画における「形」（1） 

3. 絵画における「形」（2） 

4. 絵画における「形」（3） 

5. 絵画における「形」（4） 

6. 絵画における「形」（5） 

7. 彫刻における「形」 

8. 建築における「形」 

9. 演劇における「形」 

10. ダンスにおける「形」 

11. 文学における「形」 

12. 映画における「形」 

13. アニメーションにおける「形」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示については，履修登録完了後に Blackboard 上などで履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(40%) 

欠席回数が授業実施回数の半分以上の場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AL427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育制度・政策論 

(Educational Institutions and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「開かれた学校づくり」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
日永 龍彦(HINAGA TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 50 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の教育制度・政策とその背景を理解し，実際の制度や政策提言を批判的に検討ができるようになることを目標とする。 

 

The objective is to understand recent educational systems and policies, along with the backgrounds to these, and to become 

able to critically consider actual systems and policy recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，最近の教育制度の改革動向や政策を学び，学校教育が抱える課題の解決策を受講者が協力しながら考えてい

く。そのため，講義だけでなく発表や受講者どうしの意見交換の機会を積極的に設けていく。 

 

In this class, course takers will learn about the latest trends in education system reform and policies, and will cooperate as they 

think about solutions to the problems facing school education. For that reason, the course will not only conduct lectures but will 

also actively create opportunities for presentations and exchanges of ideas among course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・日本にはどんな学校があるのか？  

2. ・日本と欧米における学校教育体系の変遷とその課題 

3. ・数字から見る日本の教育の現状（グループワーク） 

4. ・教育を受ける権利・学習する権利(1)  

5. ・教育を受ける権利・学習する権利(2)  

6. ・ミニレポートの検討会(1) （グループワーク） 

・ポスター発表に向けてのオリエンテーション 

7. ・「開かれた学校づくり」に関する政策動向 

・学校運営への保護者・地域の参加 (参加・選択の制度と歴史) 

8. ・コミュニティ・スクールと社会に開かれた教育課程づくり 

・学校教育への保護者・地域の参加（総合的な学習・授業支援） 

9. ・ミニレポートの検討会(2) （グループワーク） 

10. ・「チーム学校」と開かれた学校づくり 

11. ・教職員の働き方改革と開かれた学校づくり 

12. ・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク）  

13. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(1) 

14. 学習成果に関する発表・討論（ポスターツアー）(2) 

・学習成果に関する振り返り(1) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習に関する指示は授業中および Blackboard 上で履修者に対して行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート（２回）(20%)/ポスター発表内容・方法(20%)/準備学習への取り組み状況(10%)/グル

ープワークや討論への参加状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，必要に応じて配付資料等を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝田 守一,中内 敏夫、1964、『日本の学校(岩波新書)』、岩波書店 

2. M．フリードマン、1980、『選択の自由』、日本経済新聞社 
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3. 志水宏吉、2005、『学力を育てる (岩波新書）』、岩波書店 

4. A.O.ハーシュマン、2005、『離脱・発言・忠誠』、ミネルヴァ書房 

5. 東京大学学校教育高度化センター、2009、『基礎学力を問う: 21 世紀日本の教育への展望』、東京大学出版会 

6. 山内乾史, 原 清治、2010、『論集 日本の学力問題（上・下）』、日本図書センター 

7. 小池由美子編著、2014、『新しい高校教育をつくる 高校生のためにできること』、新日本出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間外の準備学習として大学図書館での文献検索を求めるので，本学のディスカバリーサービス「READ」を使えるようにな

っておくこと。 

・グループワークを４回、学習成果に関する発表・討論としてポスターツアーを行います。 

・準備学習をすることは各グループワークに参加する上で不可欠です。できていない場合，グループワークに参加できない場合

があります。 

・各種提出物や各回の振り返りの提出先など、Blackboard をできるだけ活用します。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 50 名）  
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■AL429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と福祉 

(Education and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「障害」の視点から見る教育 

担当者名 

（Instructor） 
金 在根(KIM JAEKEUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  

※但し、「社会教育主事課程」登録者は科目コード：AL229で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「障害」の社会モデル、合理的配慮などの諸概念と障害学生支援の必要性について正確に理解し、「障害」を通して見える今の教

育および社会の課題を自分の言葉で話すことができる。  

 

Students will accurately understand social models of disability, concepts such as rational consideration, and the need for 

support for students with disabilities. They will become able to speak, in their own words, about current educational and social 

issues that become visible through the issue of disability.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「障害」は、私たちが社会生活をする中でぶつかる様々な困難のことであり、したがって、誰もが経験するものと言えます。このよ

うな観点から今の教育や社会を見ると、今まで見えなかった問題が見えるようになると考えます。概念や法制度など少し難しい内

容もありますが、身近な事例や視聴覚資料を使いつつ、皆さんと一緒に考えながら授業を進めていきたいです。  

 

Disability refers to the various difficulties that we encounter in our social lives, and thus is something that everyone 

experiences. Looking at education and society from such a point of view, people should become able to see problems that they 

had not seen before. Some content, involving concepts, legal systems, etc., will be a bit difficult. While making use of familiar 

cases and audiovisual materials, the course will proceed with everyone thinking together.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 福祉とは何か 

3. 社会福祉について学ぶ 

4. ソーシャルワークについて学ぶ 

5. 教育と福祉をめぐる課題 

6. 「障害」とは何か 

7. 障害者運動と障害者の権利保障 

8. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

9. 地域で暮らしている多様な障害者（身体・知的・精神障害者への理解） 

10. 大学における障害学生支援 

11. 障害学生の学校生活 

12. インクルーシブ教育を目指して 

13. 授業のまとめ 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の仕方については、必要に応じて授業時に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星加良司、2007、『障害とは何か――ディスアビリティの社会理論に向けて』  』、生活書院 

2. 川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司、2016、『合理的配慮――対話を開く、対話が拓く』  』、有斐閣 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  

※但し、「社会教育主事課程」登録者は科目コード：AL229で登録すること。   
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■AL430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と宗教 

(Education and Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育における「宗教」の扱われ方を把握し，今後の宗教教育に関する課題を考察する。 

 

The course will view how "religion" is treated in internal and external education, and will consider issues concerning religious 

education in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の教育現場において「宗教」が取り上げられる機会は一部の宗教系学校以外においてはまずない。だが，「宗教」に関する

知識や情報は生活において重要なものであろう。内外の教育における「宗教」の扱われ方の歴史・現状を把握したうえで，それに

ともなう問題や課題について考察していく。 

 

With the exception of some religious-affiliated schools, there is almost no opportunity in Japan's education to take up the topic 

of religion. However, knowledge and information concerning religion is important in life. After understanding the history and the 

current status of how religion is handled in internal and external education, the course will consider the problems and issues 

involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 日本宗教教育史１ 

3. 日本宗教教育史２ 

4. キリスト教系学校の歴史１ 

5. キリスト教系学校の歴史２ 

6. キリスト教系学校の現状 

7. その他の宗教系学校の歴史 

8. その他の宗教系学校の現状 

9. 教育法制と宗教 

10. 諸外国の教育と宗教１ 

11. 諸外国の教育と宗教２ 

12. 諸外国の教育と宗教３ 

13. 諸外国の教育と宗教４ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 國學院大學日本文化研究所、1997、『宗教と教育』、弘文堂 

2. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

3. 国際宗教研究所、2007、『現代宗教 2007』 』、秋山書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  
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■AL521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜１．海外ＥＡＰ＞ 

(International Field Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Academic Purposes (EAP): Oxford University Study-Abroad Program 

担当者名 

（Instructor） 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

事前指導の後，夏休みの約 3週間，言語表現・異文化対応・現地調査などの基本能力を現地で涵養する。帰国後，その成果を

事後指導の際に英語で発表する。 

 

Following pre-instruction, students will spend about 3 weeks during summer vacation on-site, cultivating basic capabilities such 

as language expression, cross cultural adaption, and field investigation. After returning to Japan, students will present their 

findings in English during follow-up instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は事前指導（研究準備指導，英語学習指導，渡航手続の説明）を受けた後，各自の研究テーマをもって現地研修を受け，

最終レポートを作成。現地研修は，イギリスの英語教育機関「Advanced English and British Culture Programme」が運営するオッ

クスフォード大学のハートフォードカレッジで行う。但し定員が 20名（最少催行人数は 12 名）なので，希望に沿えない場合があ

る。 

 

After receiving prior instruction (research preparation instruction, English language learning instruction, and explanation of travel 

procedures), participants will receive on-site training on their own research themes and will create final reports. On-site training 

will take place at Hertford College, University of Oxford, which is operated by the British English-language education institute 

Advanced English and British Culture Program. As capacity is limited to 20 people (with 12 people as the minimum for holding 

the program), it may not be possible to accommodate all students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会：4 月 3 日(水)16:00～17:00, X204 教室。「履修希望届」「出願理由書」等の配布。  

2. 希望届・理由書の提出：4 月 4日(木)～8 日(月)17:00 締切。 学部事務１課に提出。履修者発表：4 月 10 日(水)12:00。 

3. 第 1 回事前指導：4 月 16 日(火)18:55～20:35。 

4. 第 2 回事前指導：5 月 14 日(火)18:55～20:35。 

5. 第 3 回事前指導：6 月 11 日(火)18:55～20:35。 

6. 第 4 回事前指導：7 月 9 日(火)18:55～20:35。 

7. 第 5 回事前指導：8 月 8 日(火)18:55～20:35。 

8. 成田出発：8 月 10 日（土）。 

9. 現地研修開始：8 月 12 日（月）。 

10. 現地研修 

11. 現地研修 

12. 現地研修 

13. 現地研修 

14. 現地研修 

15. 現地研修 

16. 現地研修 

17. 現地研修 

18. 現地研修 

19. 現地研修 

20. 現地研修 

21. 現地研修 

22. 現地研修 

23. 現地研修 

24. 現地研修終了：8 月 31 日（土） 

25. 現地出発：8 月 31 日 (土)。 

成田到着：9 月 1 日（日）。 
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26. 第１回事後指導：10月 8 日(火) 18:55～20:35。 

最終エッセイ等を提出。期限： 10 月 11 日（金） 

27. 第 2 回事後指導：10 月 15 日(火) 18:55～20:35。英語による口頭発表(1)。 

閉会。 

28. 第３回事後指導：10月 29 日(火) 18:55～20:35。英語による口頭発表(2)。 

閉会。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の事前指導日から現地研修の終了日まで，（授業期間中は Blackboard を用いて）英文エッセイの提出が義務づけられる。

詳細は説明会で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前指導・事後指導(30%)/現地研修成績(40%)/英文エッセイ(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

費用は，授業料，渡航・宿泊費など総計 65～70 万円程度。為替や燃油代を含め変動あり。説明会で詳細を説明する。旅行手配

等は業者が行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜２．海外ＡＳＤ＞ 

(International Field Study 2) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏休みの約４週間，言語表現能力，異文化対応能力，現地調査能力の基本を現地で涵養する。 

 

Students will spend about 4 weeks during summer vacation on-site, cultivating basic capabilities such as language expression, 

cross cultural adaption, and field investigation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツのテュービンゲン大学での現地研修（8 月）および池袋キャンパスでの事前指導（春学期）・事後指導（秋学期）の授業から

成る。芸術・音楽・歴史・文学・科学・生活文化などのトピックからそれぞれがリサーチで取り組むテーマをもって，このプログラム

に参加する。 

 

 希望届・理由書の提出: 4月 2日（火）～3 日（水）17:00（学部事務１課） 

 履修者発表: 4 月 4 日（木）10:00 

 指導日程は文学部掲示板に告知する。 

 

The class will consist of on-site training at the University of Tübingen in Germany (August) and pre-instruction (spring 

semester) and post-instruction (autumn semester) at the Ikebukuro Campus. Students in the program will have themes of 

personal research on topics such as art, music, history, literature, science, and lifestyle culture. 

 

 Notification of preference and submission of Statement of Reasons: Tuesday, April 2 to Wednesday, April 3, 5:00pm (College 

Administration Office, Section 1) 

 Announcement of accepted students: Thursday, April 4, 10:00am 

 The instruction schedule will be posted on the bulletin board of the College of Arts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 4 月 1 日（月）16：30～17：00（5221 教室） 

2. 事前指導 

3. 事前指導 

4. 事前指導 

5. 事前指導 

6. 現地研修 

7. 現地研修 

8. 現地研修 

9. 現地研修 

10. 現地研修 

11. 現地研修 

12. 現地研修 

13. 現地研修 

14. 現地研修 

15. 現地研修 

16. 現地研修 

17. 現地研修 

18. 現地研修 

19. 現地研修 

20. 現地研修 

21. 現地研修 

22. 現地研修 

23. 現地研修 

24. 現地研修 

25. 現地研修 

26. 現地研修 
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27. 現地研修 

28. 事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

渡航・滞在費用（40 万円程度）等についてはガイダンス時に詳細を知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前指導・事後指導への出席・議論参加・口頭発表(20%)/現地研修での修了証(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

こちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜３．海外ＳＬＶ＞ 

(International Field Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスでの語学研修 

担当者名 

（Instructor） 

菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏休みの約 20 日間，言語表現能力，異文化対応能力，現地調査能力の基本を現地で涵養する。  

 

Students will spend about 20 days during summer vacation on-site, cultivating basic capabilities such as language expression, 

cross cultural adaption, and field investigation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス，ヴィシー市の定評あるカヴィラム校での現地研修（8 月）と，池袋キャンパスでの事前指導・事後指導から成る。教材

は，フランス語・文学・芸術など多岐にわたる。履修者各自が取り組むテーマを持ってプログラムに参加する。  

 

The program will consist of on-site training at the renowned CAVILAM school in Vichy, France (August) and pre-instruction and 

post-instruction at the Ikebukuro Campus. Educational materials will be diverse, spanning French, literature, art, and more. 

Students will participate in the program with their own personal themes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 4 月 3 日（水）文学部履修ガイダンスで概略に言及 

4 月 3 日（水）16:00～17:30（10号館 X202 教室） 履修希望者は必ず参加すること。  

2. 4 月 4 日（木）～6 日（土） 、4,5日は 17:00 まで、6 日は 12:30 まで） 

履修希望届受付（学部事務１課窓口）  

3. 面接: 4 月 8 日（月）14:00（ロイドホール５階会議室）  

4. 履修者発表: 4 月 9 日（火）12:00（文学部掲示板）  

5. 事前指導１: 4 月 17 日（水）18:55～20:35   

6. 事前指導２: 6 月 5 日（水）18:55～20:35 

7. 事前指導３: 7 月 3 日（水）18:55～20:35 

8. 渡航前オリエンテーション: 7 月 10 日(水)18:55～20:35 

9. フランス現地研修１( 8月 3 日出発、8 月 5 日～8 月 23 日現地研修、8 月 26 日帰国)  

10. フランス現地研修２（同上、以下省略）  

11. フランス現地研修 

12. フランス現地研修 

13. フランス現地研修 

14. フランス現地研修 

15. フランス現地研修 

16. フランス現地研修 

17. フランス現地研修 

18. フランス現地研修 

19. フランス現地研修 

20. フランス現地研修 

21. フランス現地研修 

22. フランス現地研修 

23. フランス現地研修 

24. フランス現地研修 

25. フランス現地研修 

26. フランス現地研修 

27. フランス現地研修 

28. 事後指導・課題提出  9 月 25日（水）18:55～20:35 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メールによって課題の情報などを知らせることがあるので，受講が決まったら，かならず立教メールを定期的にチェックすること。 
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なお，費用は 47 万円～48 万円程度（見込み）。 

【2018 年度実績（寮）477,993 円、（ホームステイ）493,063 円、2017 年度実績 447,000 円。研修コース，渡航費，滞在費を含む。

燃油サーチャージ等は含まない。】  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前授業(30%)/現地研修(40%) 

事前・事後のすべての授業への出席，現地研修での成績は必須条件です。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿南婦美代、2014、『留学とホームステイのフランス語』、白水社 (ISBN:4560086699) 

その他、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

変更がある場合は、研修時やメール等で適宜連絡を行う予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ケンブリッジ・サマープログラム 

(Rikkyo-Emmanuel Summer Program) 

担当者名 

（Instructor） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

ヤング，Ｖ．(YOUNG VICTORIA) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 春学期の事前指導ののち、夏休みの 2 週間に英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジにて「人文学とは何か」という大きな

問題を、具体的なテーマに従ったケンブリッジ式の学習のなかで学ぶ。履修に際しては、約 55万円の参加費用が必要となる。 

 

 After pre-instruction in the spring semester, the course will tackle the big question of "What are the humanities?" at 

Emmanuel College, University of Cambridge, for 2 weeks during the summer vacation, following specific themes under 

Cambridge-style learning. A participation fee of about ¥550,000 is required for course registration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講は、1584 年に創立され、ケンブリッジ大学においても屈指の伝統を誇るエマニュエル・カレッジで、人文学思想の伝統と歴

史的展開、現時点の問題と未来への展望を学ぶ短期研修プログラムである。12 日間の現地講座はカレッジの専任スタッフが行

い、同じくケンブリッジで日本学を専攻する現役学生がともに受講する。 

 派遣に先立つ春学期に、エマニュエル・カレッジの教員と協同作成したカリキュラムに基づいた事前授業を行い、現地研修の素

地を築く。現地学習は、講義、ケンブリッジ方式の個人指導に基づく独立学習、セミナー、グループワーク、共同執筆論文の提出

により組み立てられる。今年度のテーマは「エクソフォニー」（非母語によって行われる執筆活動）である。 

 また、帰国後の秋学期には、留学中の成果に基づいた最終発表会を行う。 

 

 This course is a short-term training program for studying the traditions and historical development of, current issues in, and 

future prospects for humanities thought at Emmanuel College, which was founded in 1584 and boasts a storied tradition at the 

University of Cambridge. The 12-day on-site course will be conducted by full-time staff of the college, and will also be attended 

by active students majoring in Japanese studies at Cambridge. 

 In the spring semester prior to travel, an orientation class based on curriculum created in collaboration with faculty members 

of Emanuel College will be offered to lay the groundwork for on-site training. The on-site learning consists of lectures, 

independent learning based on Cambridge-style tutoring, seminars, group work, and the submission of co-authored academic 

papers. The theme this year is "exophony" (the act of writing in a non-native language). 

 In the fall semester after returning to Japan, a session will be held for final presentations based on the findings of the study 

abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 4月 2 日（火）15:30〜17:00 X201 教室 

2. 事前授業 (1) 

3. 事前授業 (2) 

4. 事前授業 (3) 

5. 事前授業 (4) 

6. 事前授業 (5) 

7. 事前授業 (6) 

8. 事前授業 (7) 

9. 事前授業 (8) 

10. 事前授業 (9) 

11. 事前授業 (10) 

12. 事前授業 (11) 

13. 事前授業 (12) 

14. 事前授業 (13) 

15. 出発 9 月 1 日（日） 

16. 現地授業 (1) 

17. 現地授業 (2) 

18. 現地授業 (3) 

19. 現地授業 (4) 

20. 現地授業 (5) 

21. 現地授業 (6) 

22. 現地授業 (7) 
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23. 現地授業 (8) 

24. 現地授業 (9) 

25. 現地授業 (10) 

26. 帰国 9 月 15 日（日） 

27. 事後授業 (1) 

28. 事後授業 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前授業で毎週課されるアサインメントのほか、現地授業では特に、ケンブリッジの教育で重視される自主的な独立学修を、個

人指導教員の監督を受けつつ行うことが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前授業のパフォーマンス(30%)/現地授業のパフォーマンス(50%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本プログラムで使用するテクストについては、教員が用意し、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 多和田葉子、2012、『エクソフォニー』、岩波現代文庫 (ISBN:978-4006022112) 

そのほかの参考文献は、適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ａ 

(Introductory Seminars B1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オスカー・ワイルドの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オスカー・ワイルド（1854-1900）は、イギリスの世紀末文学を代表する作家で、その頽廃性ばかりが強調されるきらいがあります

が、短編では、彼はもっと違った多様な面を見せてくれます。心洗われる話、不思議な話、ちょっと笑える話などが混在する彼の

短編を精読することで、文学のさまざまな側面について考えたいと思います。 

 

Oscar Wilde (1854-1900) is one of the UK’s most famous authors from the end of the 19th century. While he had a tendency to 

write about the decadence of the time, in his shorter works, he covers a variety of topics. Students will consider the many 

aspects of literature through the intensive reading of his heartwarming, strange, humorous, and other varied writings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 扱う短篇小説につき、あらかじめ決めた担当者に「作品の文化的・歴史的背景」「作品の内容のサマリー」「難しい英語表現の

語釈」を説明したプリントを作成し、発表を行なってもらいます。 

2. 発表者の発表をもとに、全員でテクストを読んでいきます。 

3. テクストの精読を踏まえて、全員で作品についてディスカッションを行います。 

4. 毎回の授業とは別に、オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』を課題図書として指定し、6 月半ばに、400 字詰めで 5 枚か

ら 10 枚程度の読書レポートを提出してもらいます。レポートは添削して返却したうえで、授業の最後には課題作品についての議

論も行います。 

 

1. Students will be assigned to present on and create handouts of cultural and historical backgrounds, story summaries, and 

difficult English phrases and interpretations for each short story. 

2. Using the presentations as a base, the entire class will then read the text. 

3. After intensive reading, students will discuss the works. 

4. In addition to in-class assignments, students will also be writing a five to ten page book report of 400 characters per page 

regarding Oscar Wilde’s work The Picture of Dorian Grey due mid-June. The final day of class will consist of a debate regarding 

the assigned book after students receive their corrected book reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The Happy Prince' 

3. The Nightingale and the Rose' 

4. The Devoted Friend' 

5. The Remarkable Rocket' 

6. The Sphinx without a Secret' 

7. The Model Millionaire' 

8. The Fisherman and His Soul' (1) 

9. The Fisherman and His Soul' (2)／課題図書レポート提出 

10. Lord Arthur Savile's Crime' (1) 

11. Lord Arthur Savile's Crime' (2) 

12. The Portrait of Mr W. H.' (1) 

13. The Portrait of Mr W. H.' (2) 

14. 『ドリアン・グレイの肖像』についての議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各作品について、全員が辞書を引きながら下読みをしておいてください。 

・授業で出た論点を自分なりに整理し、次回の議論に備えてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題図書レポート(Reading report)(40%)/授業での発表(30%)/授業への積極的貢献(30%) 
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４回以上欠席すると単位修得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. オスカー・ワイルド／二木めぐみ訳、2006、『ドリアン・グレイの肖像』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4-334-75118-0) 

授業時に精読する作品のテクストについては、教員がプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｂ 

(Introductory Seminars B1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ名作短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、インプット（英文読解能力）とアウトプット（読んで考えたことを文章で表現する力）、二つの能力の向上

を目指す。 

 

This course aims to improve student English input (reading comprehension) and output (writing ability) through intensive reading 

of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学における名作短編小説を、時間をかけてじっくりと精読してゆく。 取り上げる作品は Edith Wharton, "Roman Fever," 

F. Scott Fitzgerald, "The Lees of Happiness," Raymond Carver, "A Small, Good Thing" を予定している。 

 

学期初めに指定する課題図書は J. D. Salinger の The Catcher in the Rye とする。この作品に関するレポートを学期途中に提

出してもらい、学期末にクラス全体でこの作品について議論する。2019 年初頭には作者サリンジャーに関する映画も公開された

ことから、 もし DVD 等が入手可能であれば授業内で映画を鑑賞する機会も持ちたいと考えている。 

 

Students conduct intensive reading of famous American short stories. The assigned readings will be Edith Wharton’s “Roman 

Fever,” F. Scott Fitzgerald’s “The Lees of Happiness,” and Raymond Carver’s “A Small, Good Thing.” 

 

In addition to in-class readings, students will also be assigned to read The Catcher in the Rye by J.D. Salinger at the beginning 

of the semester. Reports regarding this work be due in the middle of the semester, and students will debate about it at the end 

of the semester. Given that a film about J.D. Salinger was released at the beginning of 2019, students will also be viewing the 

film in class if access to the film is possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edith Wharton, "Roman Fever"(1) 

3. Edith Wharton, "Roman Fever"(2) 

4. Edith Wharton, "Roman Fever"(3) 

5. レポート作成講座 

6. F. Scott Fitzgerald, "The Lees of Happiness"(1) 

7. F. Scott Fitzgerald, "The Lees of Happiness"(2)  

8. F. Scott Fitzgerald, "The Lees of Happiness"(3) 

9. F. Scott Fitzgerald, "The Lees of Happiness"(4) 

10. 課題図書レポートに関する質問受付 

11. Raymond Carver, "A Small, Good Thing"(1) 

12. Raymond Carver, "A Small, Good Thing"(2) 

13. Raymond Carver, "A Small, Good Thing"(3) 

14. 課題図書に関するディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

⑴辞書を引いて英語原文を丹念に読むこと。 

 

⑵学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題図書レポート(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. J・D・サリンジャー、2006、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、白水社 (ISBN:978-4560090008) 

課題図書を除き、すべてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:978-4061495012) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｃ 

(Introductory Seminars B1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歪められた現実：サイエンス・フィクションの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品をクラス全体で読むことにより、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を味わいながら「今後

の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストの読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポ

ート作成の基礎を学び、実践していく。 

 

Through reading short stories written in English in this course, not only will students be able to experience the joy of literature 

as outlined in the curriculum map, but they will also cultivate reading comprehension skills that form the basis for future study 

and research. Specifically, students will learn essential skills regarding interpretation of literary texts, communication of ideas 

and academic writing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれたサイエンス・フィクション（SF）の名作とされる短編小説を読んでいく。SFを読む楽しみとして、過去の作者がどの

ような未来の世界を想像したかを知るのも一つだが、今回は特に、異化装置としての SFに注目する。すなわち、各 SFにおい

て、読者にとってなじみのある現実・世界観が如何に歪められた形で投影されているか、そして、その「歪み」が読者に提示するも

のとは何か、という問題意識を持って各作品を読解していく。 

授業と平行して、課題図書である H. G. Wells の The Time Machine (1895) の日本語訳を読み、４００字詰めで５枚から１０枚程度

の読書感想文（中間レポート）を、第１１回の授業時に提出することが求められる。 

 

Students are assigned to read classic science fiction (SF) short stories written in English. While one way of reading SF is to 

analyse how authors imagined possible futures, this course focuses on an aspect of SF as a device of defamiliarization. In other 

words, it examines how SF portrays a distorted version of the reader’s own reality, and what kind of effects such distortion 

have on them. 

Students are also assigned to read _The Time Machine_ (1895) by H.G. Wells and write a midterm essay on the novel in addition 

to the in-class work (Length: 2000-4000 characters in Japanese/2000 words in English, Deadline: Week 11).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. "The Eyes Have It" (1953) by Philip K. Dick 

3. "The Door in the Wall" (1911) by H. G. Wells  

4. "Sultana's Dream" (1905) by Rokeya Sakhawat Hussain  

5. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ① 

6. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ② 

7. “Speech Sounds” (1983) by Octavia E. Butler 

8. “The Machine Stops” (1909) by E. M. Forster  ① 

9. “The Machine Stops” (1909) by E. M. Forster ② 

10. “The Machine Stops” (1909) by E. M. Forster ③ 

11. “The Machine Stops” (1909) by E. M. Forster ④ 

12. The Time Machine(1909) by H. G. Wells  

13. “There Will Come Soft Rains” (1950) by Ray Bradbury 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、念入りな準備が必要とされる。発表グループは、各

短編の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマの紹介などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議

論を促す。注意点として、本演習ではクロース・リーディング（精読）の技術を身につけることを目標とするので、作者や作品につ

いての背景知識よりも、英文テクスト自体の熟読と詳細な分析が重要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論・発表への参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウェルズ、2012、『タイムマシン』 (光文社古典新訳文庫)、光文社 (ISBN:978-4334752460) 

授業で取り扱う各短編に関しては、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｄ 

(Introductory Seminars B1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学短編精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９世紀から２０世紀にかけてのアメリカ文学を代表する短編を精読する。本演習は、あらかじめ決められた担当者が、扱う作家

の紹介、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になった箇所などをまとめたハンドアウトを用

意し、それに基づいて発表をする。その後、クラス全体で議論を行う。授業後、受講者全員にリアクションペーパーの提出が求め

られる。 

 

なお、課題図書として、F. Scott Fitzgerald の The Great Gatsby (1925)を各自翻訳で読み、２０００字程度のレポートを提出しても

らう。レポートは添削して返却し、レポートの書き方の基礎を教えた上で、課題作品についての議論の機会を設ける。 

 

Students will conduct close readings of representative American short stories from the 19th and 20th centuries. Each student 

will be assigned a literary work and will be responsible for introducing the author(s), summarizing the story, interpreting difficult 

English phrasings, and making handouts and a presentation where they comment on what they see as the most important 

passages. Afterward, the students will debate the work as a class. Reaction papers will be collected after class is over.  

Students will also be assigned to read the translation of F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby (1925) and write a 2,000-

character mid-term paper in Japanese. Students will receive the feedback on their corrected papers and have opportunities to 

debate the assigned reading and polish their fundamental writing skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. Washington Irving, "Rip Van Winkle" 

3. Edgar Allan Poe, "William Wilson" (1) 

4. Edgar Allan Poe, "William Wilson" (2) 

5. Sarah Orne Jewett, "A White Heron" 

6. Jack London, "To Build a Fire" (1) 

7. Jack London, "To Build a Fire" (2) 

8. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find" (1) 

9. Flannery O’Connor, "A Good Man is Hard to Find" (2)  ＊課題レポート提出 

10. The Great Gatsby についてのクラスディスカッション 

11. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (1) 

12. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (2) 

13. James Baldwin, "Sonny’s Blues" (3) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で読む範囲の予習。発表担当者だけでなく、出席者全員がしっかりとテクストを精読し、意見を求められても答えられるように

いくつかのコメントを用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スコット・フィッツジェラルド(著), 村上春樹(翻訳)、2006、『グレート・ギャツビー』、中央公論新社 (ISBN:4124035047) 
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授業内で扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進捗状況により、扱う作品を変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｅ 

(Introductory Seminars B1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の詩と映画 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・カリキュラム・マップに示された「読解力」、「議論」、「レポート」の実力を高めながら「文学を読む悦び」を体験できるよう、映画を

通して英米詩の世界を探ります。 

・文学、とくに詩がもつ力を体感します。 

 

This course will deepen student understanding of British and American poetry through film as well as improve reading 

comprehension, debate, and report writing skills as outlined in the curriculum map. 

Students will also experience the joy and power of literature, and more specifically, poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカの青春映画 Dead Poets Society（邦題『いまを生きる』）には、たくさんの英語の詩が使われています。それらの詩は登
場人物の若者たちにとって、ときに人生の指針となり、ときに楽しい遊び道具となっているのです。 

 そこで本演習では、映画のシナリオを読みながら、そこに使われている英語の詩をくわしく学び、それらが登場人物たちにどの

ような影響を与えたのか探ります。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者が、担当範囲のあらすじ、重要箇所、難解箇所、詩人紹介、詩の紹介、感想等をハンド

アウトに基づいて発表することによって進められます。 

 なお授業最終回までに J.D.Salinger, The Catcher in the Rye を各自で読み、2400 字のレポートを書きます。映画と同じく青春の

物語です。 

 

 The American youth film Dead Poets Society (Japanese translation: いまを生きる) uses English poetry in many scenes. 

Sometimes, these poems guide the young characters through life, other times, they become toys to enjoy. 

 In this course, students will be reading the screenplay for the film, study the poems used in it, and deepen their understanding 

for how those poems affected the characters. 

 Students will also be assigned to summarize passages, identify important points and difficult phrases, introduce poets, 

introduce poems, and offer their opinions in handouts and present to the class. 

 In addition to in-class work, J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye will also be assigned, and students will write a 2,400 

character report about the work. Just like the film, The Catcher in the Rye is also a youth story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction・英詩の基本 

2. アメリカのプレップ・スクール 

3. ウォルト・ホイットマン 1 

4. ロバート・へリック 

5. ウォルト・ホイットマン 2 

6. ヘンリー・デイヴィッド・ソロー 

7. アルフレッド・テニソン 

8. ヴェイチェル・リンジー 

9. ロバート・フロスト 

10. ウィリアム・シェイクスピア 1 

11. ジョージ・バイロン 

12. ウィリアム・シェイクスピア 2 

13. Salinger, The Catcher in the Rye 

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 Blackboard でおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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発表･応答(60%)/課題図書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. クラインバウム、1990、『いまを生きる』、新潮文庫 (ISBN:4102221026) 

2. ピーター・ウィアー監督、2006、『DVD『いまを生きる』、ブエナ・ビスタ (VWDS-3071) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｆ 

(Introductory Seminars B1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学を読む：ロスト・ジェネレーションとハーレム・ルネサンス 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 由梨(SAKUMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品を読み、文学を読む悦びを学び、今後の学習・研究の基礎となる読解力を養うことを目標とします。 

 

具体的には、以下の 3 点を目標とします。 

 

(1)各作家に独特の文学スタイル、文体、視点、テーマの違いなどを分析することができる 

(2)発表・議論を通じ、文学作品の「感想」を述べるだけではなく、「批評」や「分析」をする方法を学び、他の受講者に伝えたり共有

することができる 

(3)文学作品をめぐるレポートを適切な形式と質の高い日本語で執筆することができる 

 

This course aims to introduce students to the joy of literature and develop fundamental reading comprehension skills for future 

study and research by reading American literary works. 

 

Specifically, the course aims to achieve the following three points: 

 

(1) Teach students how to analyze differences in literary style, writing, point of view, themes, and other key literary elements 

between authors. 

(2) Teach students how to not only voice their impressions of the work, but also offer commentary and critical analysis as well 

as share that information with fellow students. 

(3) Teach students how to write well-written Japanese literary reports using the correct format. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一次世界大戦以降のアメリカでは、アーネスト・ヘミングウェイ、スコット・Ｆ・フィッツジェラルドといったロスト・ジェネレーションの

作家たち、ラングストン・ヒューズ、ゾラ・ニール・ハーストンといった黒人初の芸術文化運動であるハーレム・ルネサンスの作家た

ちが活躍しました。 

 

授業では、主に上記の作家による短編を読み、個人・グループによるプレゼンテーション、質疑応答、ディスカッションなどを行い

ます。 

 

加えて、アーネスト・ヘミングウェイの『われらの時代』を課題図書とし、2500～4000 文字程度の中間レポートを提出してもらいま

す。中間レポートは添削して返却します。中間レポートの執筆を通じて、各受講生が文学作品をめぐるレポートや批評を執筆する

ための方法を習得することを目指します。 

 

In the aftermath of WWI, authors such as Ernest Hemingway and F. Scott Fitzgerald of the Lost Generation as well as Langston 

Hughes and Zora Neale Hurston of the Harlem Renaissance, the first African-American cultural movement, produced iconic 

literary works. 

 

Students will read short writings by the aforementioned authors, present individually and in groups, participate in Q&A sessions, 

and conduct discussions of the works in class. 

 

In addition, students will be assigned In Our Time by Ernest Hemingway and are expected to write a 2,500-4,000 character 

midterm report regarding the work. Midterm reports will be corrected and returned. The purpose of the midterm report is to 

teach students report and commentary writing methods concerning literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Ernest Hemingway (1) 

2. Ernest Hemingway (2) 

3. Ernest Hemingway (3) 
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4. Zora Neale Hurston (1) 

5. Zora Neale Hurston (2) 

6. Zora Neale Hurston (3) 

7. Scott F. Fitzgerald (1) 

中間レポートの締め切り 

8. Scott F. Fitzgerald (2) 

9. Scott F. Fitzgerald (3) 

10. 中間レポートの返却、講評、課題図書をめぐる議論 

11. Langston Hughes (1) 

12. Langston Hughes (2) 

13. Langston Hughes (3) 

14. Langston Hughes (4) 

学期末レポートのインストラクション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業で扱う短編を辞書を使って丁寧に読み、予習する 

・発表の当番になっている場合は、ハンドアウトを作成する 

・課題図書を読み進める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末レポート(30%)/課題図書についての中間レポート(30%)/プレゼンテーション（発表だけではなく、発表準備、予習状況、聞く態

度、議論への参加度も評価対象とする）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アーネスト・ヘミングウェイ、1995、『われらの時代・男だけの世界: ヘミングウェイ全短編』、新潮社 (ISBN:978-4102100103) 

・授業で扱う短編はプリントで配布します 

・課題図書は必ずしも購入する必要はなく、大学や地元の図書館で借りてもよいです 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｇ 

(Introductory Seminars B1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究の入門として、アメリカの小説を読み、作品の考察や解釈の方法、教室での発表や議論の仕方を学び、文学を読むこと

の意義と可能性を考える。 

 

As an introduction to literary research, students will learn literary study and interpretation methods as well as academic 

presentation and debate methods by reading American novels while considering the significance and potential of literary study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第一次世界大戦後に活躍したアメリカの若い小説家たち、たとえば、アーネスト・ヘミングウェイやスコット・フィッツジェラルドら

は、世界へのゆるぎない信頼を失い、深い幻滅を味わいながらも、一条の光をもとめて大地を彷徨した「失われた世代」の作家と

いわれている。この「ロストの感覚」とはいかなるものであったのか、実際に彼らが書いたテクストを精読しながら、考えていく。時

代の精神性を学びつつ、小説に描かれた人物の心情とふる舞いの意味をつぶさに観察し分析することに力点をおく。 

 初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てる。担当者は協力して、あらすじ・語注・考察・質問をまとめたレジュメを作

成し、授業で発表する。発表に引き続き、コメンテイターがコメントをし、教員の解説をまじえながら、クラス全体でディスカッション

をする。授業後、受講者全員リアクションペーパーの提出が求められる。なお、課題図書はフィッツジェラルドの (『グレート・ギャッ

ツビー』)の予定。この作品についての中間レポートを学期途中に提出し、クラス全体で議論する。 

 

 The young authors of the aftermath of WWI such as Ernest Hemingway and Scott Fitzgerald lost their faith in humanity after 

experiencing such a tragic event. They roamed the world looking for any light in the darkness and are often referred to as the 

“Lost Generation.” Through intensive reading of literature by these authors, students will think deeply about the “lost feeling” of 

the generation and what it represented. Special attention will be devoted to the learning about the spirituality of the generation, 

following characters on their emotional journeys, and analyzing in-depth its connection to us. 

 Students will be assigned presenting and commentating roles during the first class. Presenters will work together to prepare 

handouts containing summaries, literature annotations, insights, and questions before presenting about these topics to the 

class. Commentators will offer comments of their own after presentations are over and will facilitate discussion while 

incorporating key explanations from the professor. After class, students will write and submit reaction papers. In addition to in-

class work, Fitzgerald’s The Great Gatsby will be assigned reading. Midterm reports about the literary work will be due mid-

semester, and students will debate regarding the work at a later date. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（「失われた世代」について） 

2. Hemingway 短篇精読 1 

3. Hemingway 短篇精読 2 

4. Hemingway 短篇精読 3 

5. Hemingway 短篇精読 4 

6. Hemingway 短篇精読 5 

7. Hemingway 短篇精読 6 

8. Fitzgerald短篇小説 1 

9. Fitzgerald短篇小説 2 

10. Fitzgerald短篇小説 3 

11. 課題図書の議論 

12. Fitzgerald短篇小説 4 

13. Fitzgerald短篇小説 5 

14. Fitzgerald短篇小説 6 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業

内で示すことできるように準備すること。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていく。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題図書についての中間レポート(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

スコット・フィッツジェラルド著（村上春樹訳）『グレート・ギャッツビー』中央公論新社、2006 年。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フェミニスト哲学とサイエンス・フィクション 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いわゆるフェミニスト SF と呼ばれる作品群の精読を通じ、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用語と分

析技法」を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストの読解・分析、フェミニズム哲学の考察、ならびに論理的な議

論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading feminist SF literary works, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce 

some important literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, it 

enables students to interpret and analyse each text in detail, to deepen understanding of feminist philosophy, and to 

communicate ideas effectively in group discussion and academic essays.  

 

授業の内容（Course Contents） 

主に 1970 年代に発表された、フェミニズムと強く関連のある SF 作品（短編、あるいは小説からの抜粋）を精読していく。女性の

抑圧・解放が、未来の仮想社会を舞台とした物語において如何に語られ、想像されているかを吟味する。解釈の際は特に、描か

れている、あるいは暗示されている社会がユートピア（理想社会）であるか、あるいはその逆のディストピアであるか、という問題

点に着目していく。例えば、男性から完全に分離した、女性だけのコミュニティはユートピアなのか、それともディストピアなのだろ

うか（女性だけのコミュニティが、ユートピア的、あるいはディストピア的となり得るのはどのような場合だろうか）。また授業の後半

では、異なる作品を比較することで、語りの手法の違いがもたらす効果についても深く考察する。 

 

The course will introduce students to the range of feminist SF stories in the period of 1970-1990. It will examine how 

oppression or liberation of women is portrayed and imagined in possible futures. This can be achieved by asking questions such 

as whether the world which is depicted or implied is a utopia or its opposite, a dystopia. For example, consider a world where 

men are segregated from women – is it a utopia or a dystopia? In the latter half of the course, it also compares various short 

stories in order to identify differences in storytelling methods and to think critically about the relationship between form and 

content.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. “Pairpuppets” (1974) by Manuel van Loggem 

3. “Jael’s World” from The Female Man (1975) by Joanna Russ ① 

4. “Jael’s World” from The Female Man (1975) by Joanna Russ ② 

5. “The Worlds of Jeannine and Joanna” (1975) from The Female Man  by Joanna Russ 

6. “Janet’s World” (1975) from The Female Man  by Joanna Russ 

7. “When It Changed” (1972) by Joanna Russ 

8. “X: A Fabulous Child’s Story” (1972) by Lois Gould 

9. “Options” (1979) by John Varley ① 

10. “Options” (1979) by John Varley ② 

11. “The Matter of Seggri” (1994) by Ursula K. Le Guin ① 

12. “The Matter of Seggri” (1994) by Ursula K. Le Guin ② 

13. “The Matter of Seggri” (1994) by Ursula K. Le Guin ③ 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしつつ、取り扱った作品について独自の視点から論じることが課題となる 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加・リアクションペーパー(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で取り扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Judith A. Little. 2007. Feminist Philosophy and Science Fiction: Utopias And Dystopias. Prometheus Books (ISBN:978-1-

59102-414-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
J. D. Salinger を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

Through a combination of intensive close readings, presentations, and discussion sections, this course will foster students’ 

reading comprehension abilities, critical thinking mindset, and the skills necessary for literary research, such as their capacity 

for generating commentary and debating with the meaning of works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本年、生誕 100 年を迎える作家 J. D. Salinger の代表作 The Catcher in the Rye (1951)を精読する。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

考察をまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問点を

少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。また、授業後、受講者全員にリア

クション・ペーパーを提出してもらう。  

 

Taking advantage of the 100th birthday of J.D. Salinger, this course will ask students to conduct an intensive close reading of 

his most well-known work The Catcher in the Rye (1951). 

Each week, student presenters will prepare summaries of the reading assignments, interpretations of difficult English phrases, 

and a presentation with accompanying handouts where they comment on the most important passages. Students not presenting 

are expected to come prepared with at least three questions or point that they found interesting about the text. The notes will 

help students actively participate in the class discussion, and, after class, all students will turn in a reaction paper.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Catcher in the Rye (1) 

3. The Catcher in the Rye (2) 

4. The Catcher in the Rye (3) 

5. The Catcher in the Rye (4) 

6. The Catcher in the Rye (5) 

7. The Catcher in the Rye (6) 

8. The Catcher in the Rye (7) 

9. The Catcher in the Rye (8) 

10. The Catcher in the Rye (9) 

11. The Catcher in the Rye (10) 

12. The Catcher in the Rye (11) 

13. レポート中間報告およびディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/授業内のディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. D. Salinger. 2010. The Catcher in the Rye. Penguin (ISBN:0241950430) 
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参考文献（Readings） 

1. J. D. サリンジャー （村上春樹訳）、2003、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、白水社 (ISBN:4560047642) 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

翻訳で良いので、あらかじめ作品を通読しておくことが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初歩の英詩 

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） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本格的に英詩を読もうとする場合に必要な形式や韻律についての初歩的知識を身につけながら、英文学史上でよく知られた代

表的作品をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わうことを目標とする。 

 

This course aims to introduce students to English poetry, offer basic knowledge of form and poetic metre, and provide 

opportunities to experience the joy of critical debate through careful reading of historically famous English literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の作品を題材として、格調、脚韻、頭韻、倒置法、擬人法など英詩の規則を一緒に学んだのちに、20 行程度の短い英詩を

毎回一つずつ読んでゆく。授業では二つの担当グループを予め決めて、レジュメを用意してもらい、一方が詩人とその時代、詩の

形式・韻律と内容解釈・評価などについて発表し、他方がそれに対して必ず何らかのコメントをするという形で全員参加の活発な

議論の糸口を作ってもらう。Shakespeare など古い時代の詩も読むが、現代に近い詩を多く取り上げたい。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

Students will read an English poem of approximately twenty lines every class, and using the works, students will learn about 

tone, rhyme, alliteration, anastrophe, personification, and other poetic devices used in English literature. In addition, students will 

be divided into two groups in class. The first group will present and prepare a handout introducing the author and historical 

background, type of poem, poetic metre, interpretation of content, thoughts, etc. The other group will be required to offer 

commentary on an aspect of the presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides 

opportunity for active participation from every student. Reading selections will cover both old poetry (Shakespeare, etc.) and 

modern poetry. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介/英詩の規則 1 

2. 英詩の規則 2 

3. 英詩の規則 3 

4. 英詩の読解 1 

5. 英詩の読解 2 

6. 英詩の読解 3 

7. 英詩の読解 4 

8. 英詩の読解 5 

9. 英詩の読解 6 

10. 英詩の読解 7 

11. 英詩の読解 8 

12. 英詩の読解 9 

13. 英詩の読解 10 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで英詩を読んだことがあれば、再読しておく。毎回扱う英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業

の後には紹介された参照文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

最初の時間にプリントを配布。 
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参考文献（Readings） 

英詩の規則書はプリントで配布。その他は、教室で折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 913 - 

■AM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｄ 

(Preliminary Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
American Dream とは何か：John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works building their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

John Steinbeck, Of Mice and Men (1937)  を読解する。ノーベル文学賞受賞者でもある作者スタインベックは、大作『怒りの葡

萄』などで知られているが、本作 Of Mice and Men も長く読み継がれてきた作品で、最近では日本で舞台化もされている。 

 

アメリカでは「アメリカン・ドリーム」という言葉により、「社会の底辺にいる人が自助努力により大きな成功を掴む」という神話が長

らく機能してきた。しかし本作は端的に言ってしまえば、労働者達のアメリカン・ドリームの失敗を描いた作品である。スタインベッ

クは、「叶えたい夢」が「叶わない夢」であることを、夢見る登場人物たちに暖かい眼差しを向けながら提示している。短く、読みや

すい本作の読解を通じて、アメリカ文化の根底をなす「アメリカン・ドリーム」という神話について考察してゆきたい。 

 

Students will read Of Mice and Men (1937) by John Steinbeck. While Nobel laureate Steinbeck’s most famous work is The 

Grapes of Wrath, Of Mice and Men is another of his internationally beloved works and has recently received a stage adaptation 

here in Japan. 

 

The “American Dream” is a long-held belief in America that states that anyone can be successful with enough hard work and 

effort regardless of how low on the social ladder he or she is. This work is a story about regular people failing to achieve the 

American Dream. Steinbeck offers a warm story of laborers with dreams though those dreams will never be fulfilled. Through 

reading this relatively simple and short literary work, students will think critically about the American Dream that forms the 

basis of American culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： American Dream とは何か 

2. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (1) 

3. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (2) 

4. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (3) 

5. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (4) 

6. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (5) 

7. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (6) 

8. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (7) 

9. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (8) 

10. John Steinbeck, Of Mice and Men 読解 (9) 

11. レポート作成講座 

12. 批評読解  

13. 批評読解  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

⑴辞書を引いて英語原文を丹念に読むこと。 

 

⑵学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Steinbeck. 2014. Of Mice and Men. Penguin (ISBN:978-0141396033) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｅ 

(Preliminary Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの問題点 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 将俊(NOZAKI MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの有名な作品をできるだけたくさん読み，意見交換をすることによって，文学作品を論じる方法を学びます。初期の

喜劇〜中期の悲劇から幅広く作品を取り上げ、登場人物の発言や振舞いについて考えます。そして、各作品に共通するシェイク

スピアの問題点を探ります。 

 

This course will teach students methods for academic discussion of literature through exchanging opinions on a wide selection 

of famous Shakespeare works. Beginning with comedies before moving onto tragedies mid-semester, students will consider the 

actions and language of characters from a variety of settings. Analysis will also be dedicated to identifying common 

Shakespearean elements between each of the works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ヴェニスの商人』，『夏の夜の夢』, 『から騒ぎ』, 『ロミオとジュリエット』, 『ハムレット』, 『リア王』の中から関連性のある作品を選

び、ストーリー展開、登場人物、全体の構造、テーマなどについてさまざまな角度から分析し、議論します。あらかじめ受講者をグ

ループに分け，発表と議論によって授業を進めます。パワーポイントを用いて作品のプレゼンをしてもらうことで、資料作成の仕方

も学びます。最後に授業で取り上げた作品のいずれかについてレポートを提出してもらいます。 

 

Students will select and read works related to The Merchant of Venice, A Midsummer Night’s Dream, Much Ado about Nothing, 

Romeo and Juliet, Hamlet, and King Lear. After each work, students will engage in multifaceted analysis and debate regarding 

story progression, characters, literary structure, themes, etc. Predetermined groups will present and debate each class. By 

preparing a presentation using PowerPoint, students will also learn techniques for producing handouts. A final report regarding 

one of the selected works will be due at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション グループ分け 

2. プレゼン(1) 『ヴェニスの商人』と『ロミオとジュリエット』 

3. 作品の分析 1 

4. 作品の分析 2 

5. 作品の分析 3 

6. プレゼン(2) 『から騒ぎ』と『夏の夜の夢』 

7. 作品の分析 1 

8. 作品の分析 2 

9. 作品の分析 3 

10. プレゼン(3) 『ハムレット』と『リア王』 

11. 作品の分析 1 

12. 作品の分析 2 

13. 作品の分析 3 

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） 

事前にグループで話し合い，翻訳や要約，意見の発表などの準備をします。初回の授業時またはブラックボードで配布する資料

に、準備の仕方や授業の進め方などが詳しく載っています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

英文テキストの抜粋その他を載せたプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

各作品の文庫本（どれでも良い）を適宜参照して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｆ 

(Preliminary Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカのゴシック小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカのゴシック作品を通して、アメリカの歴史や文化について学びます。 

扱うのはいずれも短編なので、細かく辞書を引くことで精読のための基礎的なスキルを身につけます。 

 

Students will learn about American history and culture through American gothic literature. 

Students will also build foundational skills for intensive reading through study of the selected short stories with references. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカにおける有名なゴシック短編を扱います。作家はワシントン・アーヴィングとエドガー・アラン・ポーです。本授業で扱う短編

は現代においても広く親しまれ、アメリカの文化に根付いていると言えます。なぜ、彼らのゴシック的想像力にそのような影響力が

あるのか、作品理解を深めながら考えていきます。 

 

Students will read famous American gothic short stories in this course. Featured authors include Washington Irving and Edgar 

Allen Poe. The selected readings are still widely known in the modern era and are said to form the root of American culture. 

Students will also consider why these authors’ gothic imagination were so influential while deepening their understanding of the 

works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edgar Allen Poe--"The Raven" 

3. Washington Irving--"The Legend of Sleepy Hollow" (1)  

4. Washington Irving--"The Legend of Sleepy Hollow" (2)  

5. Washington Irving--"The Legend of Sleepy Hollow" (3)  

6. Washington Irving--"Rip Van Winkle" (1) 

7. Washington Irving--"Rip Van Winkle" (2) 

8. Edgar Allen Poe--"The Black Cat" (1) 

9. Edgar Allen Poe--"The Black Cat" (2) 

10. Edgar Allen Poe--"The Fall of the House of Usher" (1) 

11. Edgar Allen Poe--"The Fall of the House of Usher" (2) 

12. Edgar Allen Poe--"The Fall of the House of Usher" (3) 

13. Edgar Allen Poe--"The Fall of the House of Usher" (4) 

14. まとめ、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

週ごとの担当者とコメンテーターを決めます。担当者はあらすじ、語句、要点・考察をハンドアウトにまとめ、口頭で発表してもらい

ます。担当者の発表後、コメンテーターが大まかな流れや要点を整理し、ディスカッションをクラスに開きます。他の受講者は、精

読に基づいた意見を交換できるよう準備してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席および授業貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは適宜、配布します。 

 

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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■AM027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｇ 

(Preliminary Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀イギリス小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な 19 世紀イギリス小説を深く味わいましょう。それぞれの小説を購読することで、小説の「読み方」を知り、研究方法を理

解します。 

 

This course will introduce students to 19th century British novels. By reading a series of novels, students will learn reading 

techniques and literary research methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代表的なイギリス小説の中から、タイプの異なる 3 作品の抜粋部分を読みます。授業は、複数の担当者によるレポートと、クラス

全員によるディスカッションの演習形式で行います。レポート担当者は、1 年次の入門演習で得た知識を利用して該当箇所を分析

し、概要とディスカッションのポイントをまとめたハンドアウトを用意すること。 

 

Readings will consist of excerpts from three representative British novels of differing types. Classes will be conduced in the 

seminar style which consists of reports by multiple students preceding a class discussion. Students will utilize techniques 

learned in the first year seminar to produce handout reports detailing analyses, summaries, and discussion points of assigned 

passages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 授業で扱う作品の概要と、授業の進め方を説明する。 

2. イギリス小説の講読 1-1 

3. イギリス小説の講読 1-2 

4. イギリス小説の講読 1-3 

5. イギリス小説の講読 1-4 

6. イギリス小説の講読 2-1 

7. イギリス小説の講読 2-2 

8. イギリス小説の講読 2-3 

9. イギリス小説の講読 2-4 

10. イギリス小説の講読 3-1 

11. イギリス小説の講読 3-2 

12. イギリス小説の講読 3-3 

13. イギリス小説の講読 3-4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は責任を持って準備すること。また担当者以外も、該当箇所に関する意見を必ず用意した上で、積極的にディスカッ

ションに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度とコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で扱う小説の抜粋部分は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で紹介し、授業に必要な部分は配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ詩と「家族」 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「家族」を主題ないしは素材に扱う詩の精読を通して、アメリカにおける家族観や家族のあり方を多角的に考察し、詩を読み解く

力、批判的思考力、自己表現能力を相互啓発的に養うことを目標とする。また、詩に対する造形を深め、詩の言葉について深く

考える力を養う。 

 

This course will study American, family-focused poetry to deepen understanding of American family values and family ideals 

using a multifaceted approach. The aim is to develop student reading comprehension of poetry, critical thinking skills, self-

expression, and mutual understanding. Students will also build their poetry knowledge and interpretation techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ詩を精読する。作品が書かれた時代背景や詩人の特徴をふまえながら、毎回 1 回の授業で 1 作品を読んでいく。担当者

は、1)詩人の略歴・時代背景、2)訳・重要語句の註・質問、3)考察をハンドアウトにまとめて発表し、それをもとに討論する演習形

式で授業を進める。  

 

Students will conduct intensive reading of American poetry. In each class, students will read one poem while building an 

understanding of the poem’s historical background and author. Designated students will produce handouts detailing 1) author 

background and historical context, 2) translation, key phrases, questions, 3) commentary before presenting to the class. After 

presentations, all students will participate in a seminar style discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Edgar Allan Poe, "To My Mother" 

3. Emily Dickinson, "Who were 'the Father and the Son'" 

4. Edwin Arlington Robinson, "The Mill" 

5. Theodore Roethke, "My Papa's Waltz"  

6. Robert Hayden, "Those Winter Sundays" 

7. Robert Lowell, "To Speak of Woe That is in Marriage" 

8. Louis Simpson, "My Father in the Night Commanding No" 

9. Robert Bly, "Snowbanks North of the House" 

10. William Carlos Williams, "The Widow's Lament in Springtime" 

11. Sylvia Plath, "Morning Song" 

12. Audre Lorde, "Father, Son, and Holy Ghost" 

13. Mark Strand, "My Life" 

14. Final Report（総括・ワークショップ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は 1)詩人の略歴・時代背景、2)訳・重要語句の註・質問、3)考察をまとめたハンドアウトを準備し、受講者分コピーをする。

担当以外の者はテキストを熟読し、疑問点や重要だと思われる詩行、問題提起をしたい箇所を必ずピックアップしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/課題・担当発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業で紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な問題提起およびディスカッションへの参加が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国・アイルランドの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国・アイルランドの短編小説を読む事で文学研究の基礎を学ぶ。特に１９世紀末・20 世紀初頭から第２次世界大戦前までを扱

う予定。こうする事で特定の時代、場所（イギリス・アイルランド）の文化を視野に入れながら文学テキストを読み解く練習をする。

具体的には文学と、写真技術や映画等の映像文化と文学テクストとの関係を中心に、文学史では「世紀末」「モダニズム」と形容

される時代を読み解く事が目標。 

 

This course will teach fundamental skills for literary research through reading British and Irish novellas. Selected readings will 

consist of late 19th century and early 20th century works predating the second world war. By selecting works from a specific 

period and location (UK and Ireland), students will practice intensive reading with cultural and historical understanding of the 

work. Specifically, this course aims to offer students insight into the Modernism that defined the end of the century through 

literature, photography, film, and other visual media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ディベートを通して毎週１つの作品について、多方面からアプローチする事で観察眼・批評眼を養う事が目標。クラス全体を３～４

人のグループごとに分けて、毎週あらかじめ決めておいた作品を扱う。司会、肯定側、否定側に分かれて１つの作品を議論し合う

事で、なるべく多角的、多面的な読み方を出せるようにしたい。授業の前に各グループは与えられた作品のリサーチが必ず必要

になる。また、個人、グループで意見をまとめておく事が大事。 

 

Students will engage in debate regarding one literary work per week. The aim is to develop student observational and critical 

thinking skills through multifaceted discussion. Groups will consist of three to four students and each group will be assigned a 

literary work each week. Debate assignments will consist of the moderator, affirmative, and negative. Debating differing positions 

allows students to experience a variety of interpretations and reading methods. Groups must conduct research on the assigned 

literary work before each class begins. Summarizing individual and group opinions is also important. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（グループ分け・授業で扱う作品の発表・ディベートについての説明を行う） 

2. 短編小説の講読１: Oscar Wilde, ‘The Happy Prince’ディベート 

3. 短編小説の講読２: Oscar Wilde, ‘The Nightingale and The Rose’ディベート 

4. 短編小説の講読３: Sir Arthur Conan Doyle, ‘A Case of Identity’from Adventures of Sherlock Holmes ディベート 

5. 短編小説の講読４: Charles Dickens ‘The Signalman’ディベート 

6. 短編小説の講読５: H. G. Wells, ‘The New Accelerator’ ディベート 

7. 短編小説の講読６: Joseph Conrad, ‘An Outpost of Progress’ディベート 

8. 短編小説の講読７: Rudyard Kipling,‘Mrs Bathurst’ディベート 

9. 短編小説の講読８: Elizabeth Bowen,‘Dead Mabelle’ディベート 

10. 短編小説の講読９: Virginia Woolf, ‘The Mark on The Wall’ディベート 

11. 短編小説の講読１０: Virginia Woolf, ‘Kew Gardens’ディベート 

12. 短編小説の講読１１: James Joyce, ‘The Dead’(1)内容の確認及び映画 'The Dead'鑑賞予定 

13. 短編小説の講読１２: James Joyce, ‘The Dead’(2)ディベート 

14. まとめ（これまで授業で扱った内容のまとめとレポートの書き方） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英・アイルランド文学の基礎知識はもちろんのこと、授業で取り扱う作家の他の作品もなるべくたくさん読んでおくことが望ましい。

特に、英国とアイルランドの文化の違いについての知識はどれだけあってもありすぎではない。また、学生の様子、取り組み方に

応じて教員側から補助プリントの配布や、あらかじめ読んでおくべき文献の指定が出る場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（授業、つまりディベート参加度最重視。また、毎回授業後にコメントカード兼出席表を提

出してもらうが、この内容と高い提出率が重視される。）(30%) 
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授業計画で指定されている作家と作品は教員があらかじめコピーして学生全員に配布予定。また、あくまで予定なので、作家や

作品は変更になる可能性がある。もしも希望の作家や作品があったらぜひ教員まで申し出て欲しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なるべく雰囲気重視で楽しく学んで議論出来る授業にして行きたいと考えています。一緒に、ゆっくり楽しく頑張りましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの小説を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの小説を読み、発表と討論を通して、作品の解釈や批評の方法など文学研究に必要な基礎力を養う。 

 

This course will develop fundamental literary research skills such as reading comprehension and critical analysis through 

presenting about and debating American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ南部作家の短篇小説を精読する。扱う作家は、20 世紀アメリカ文学を代表する作家ウィリアム・フォークナー、村上春樹

訳でふたたび脚光をあびているトルーマン・カポーティ、カーソン・マッカラーズを予定している。英文を精読し読解力を高めなが

ら、人種的な覚醒にひそむ不安と悲哀、人間の孤独と不安の綾なす幻想的な世界、移動する人間の追憶と過去、愛をめぐる女

性の生き方と悲しみなどを考察していく。作品の精読を通して英文解釈力を向上させつつ、アメリカ南部の歴史と文化および人間

の心理や行動への理解を深めることを目標とする。 

 

 Intensive reading will focus on short stories from the American South. Featured authors will include representative authors of 

20th century American literature such as William Faulkner and others, such as Truman Capote and Carson McCullers, once 

again in the limelight thanks to translations done by Haruki Murakami. While improving English reading comprehension through 

intensive reading, students will experience and consider the anxiety and grief of racial awakening, human loneliness and 

manipulated emotions, immigrant memories and past lives, and the life and sadness of women surrounded by love detailed in the 

assigned works. Students will also deepen their understanding of the history and culture of the American South, human 

psychology and behavior, and the immigrant mindset. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（「サザン・ルネッサンス」について） 

2. Faulkner短篇精読 1 

3. Faulkner短篇精読 2 

4. Faulkner短篇精読 3 

5. Faulkner短篇精読 4 

6. Faulkner短篇精読 5 

7. Capote 短篇精読 1 

8. Capote 短篇精読 2 

9. Capote 短篇精読 3 

10. Capote 短篇精読 4 

11. McCullers 短篇精読 1 

12. McCullers 短篇精読 2 

13. McCullers 短篇精読 3 

14. McCullers 短篇精読 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業

内で示すことできるように準備すること。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・討論・提出物(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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『フォークナー短編集』新潮文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説『ジーキル博士とハイド氏』(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国の小説家ロバート・ルイス・スティーヴンソンの代表作『ジーキル博士とハイド氏』(1886)を読む。また、これに関連した他の短

編小説や評論も読む。『ジーキル博士とハイド氏』は映画、テレビドラマ、ミュージカルなど多くの形で、現在も翻案化が続く有名な

作品であるが、授業ではその原文を読みながら、「原作」ならではの面白さと、「小説」としての複雑さを体験してもらう。英国 19 世

紀のヴィクトリア朝に発展した怪奇小説や幽霊物語の系譜を紐解きつつ、善と悪の二重性の問題から、世紀末の時代背景、物語

構造の複雑性、セクシュアリティの問題など様々な角度から検証していく。言葉の遣い方や表現のニュアンスのほか、文章(テクス

ト)を深く読み込み、文学の読み方の基礎を学ぶことも目的の一つである。歴史的・文学史的背景への理解や文学作品としての技

法や解釈の重層性についての理解を深めることを目標とする。 

 

Students will read one of Scottish novelist Robert Louis Stevenson’s iconic works Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

(1886) in this course. Additional course reading includes short writings and critiques related to the literary work. Strange Case 

of Dr Jekyll and Mr Hyde has been adapted into film, TV drama, musicals, and other visual media, and adaptations of this famous 

piece of literature continue to this due. For the purposes of this course, students will engage with the original text for the 

genuine, interesting, and difficult novel experience. Horror novels and ghost stories were very popular during 19th century, 

Victorian era England. Students will have the opportunity to unravel the mysteries, consider the overlap of good and evil, study 

the historical background of the end of the 19th century, analyze the complexity of the story structure, and think about 

sexuality in this multifaceted approach to one of the period’s most influential works. One of this courses main goals is to 

develop the fundamental skill of reading comprehension through deep reading of source text, expressions, and nuance. Another 

goal of this course is to teach students the multilayered approach to studying and interpreting literature by understanding the 

work’s historical and literary background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、初回から 2 回分は英語の文章に慣れるために、テーマと関連した短編小説を読む。その後『ジーキル博士とハイド氏』に入

り、演習形式の授業を開始する。授業の前半では、毎回指定された部分を精読する。あらかじめ全員に読んできてもらうので、そ

の部分は英語に関して綿密な予習が必須となる。後半は発表及びディスカッションとする。発表担当者は担当箇所のあらすじな

どを記した簡単なレジュメを用意した上で、内容や表現について気づいたことや難しかったところを指摘し、かつ議論のポイントと

考えられる議題や疑問点などを提示してもらう。それらを踏まえた上で、クラス全体で議論を行う。また、授業の 2、3 回分は英国

ヴィクトリア朝の時代背景に関する解説、映画やミュージカルの鑑賞、作品の評論を読む回に充て、ディスカッションや最終レポー

トの一助とする。 

 

First, students will read similarly themed short stories written in English to become accustomed to reading in English for the 

first two classes. The class will then be conducted in a seminar style and begin reading Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

from the third class onward. The first half of the semester will consist of intensive readings of assigned passages to be 

completed before class. Students are required to complete the necessary preparation for each passage including understanding 

the English phrasing before class as well. The second half of the semester will consist of presentations and discussions. 

Students assigned to present will produce handouts summarizing the assigned passage and English vocabulary before presenting 

on excerpts of particular interest or difficulty. Presentations will conclude with debatable points and questions. After 

presentations conclude, all students will participate in a debate based on the content of the presentations. Two or three class 

sessions will be devoted to understanding the Victorian era through film, musicals, and other visual media alongside readings of 

literature critiques from the time period. This information is meant to assist students in discussions and with the final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション / 短編小説を読む 

2. 初回授業の続き 

3. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(1) 

4. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(2) 

5. ヴィクトリア朝について 

6. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(3) 

7. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(4) 
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8. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(5) 

9. 映画・ミュージカルの鑑賞 

10. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(6) 

11. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde を読む(7) 

12. 評論を読む(1) 

13. 評論を読む(2) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された部分を毎回必ず精読してくること。授業にも辞書を持ってくること。発表者は人数分レジュメを用意するなど、十分に備

えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業貢献度(30%)/発表・発表内容(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert Louis Stevenson. 2008. Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Other Tales. Oxford University Press 

(ISBN:9780199536221) 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻原登編・中和彩子編集協力、2016、『スティーヴンソン』、集英社 

その他、授業中にその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Toni Morrison を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

Through a combination of intensive close readings, presentations, and discussion sections, this course will foster students’ 

reading comprehension abilities, critical thinking mindset, and the skills necessary for literary research, such as their capacity 

for generating commentary and debating with the meaning of works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アフリカ系アメリカ人女性作家である Toni Morrison の第二作目にあたる Sula (1973)を精読する。 

この作品は、黒人居住区で育った二人の少女スーラとネルの友情を軸として、一方が親友の悲劇的な人生を追想して語る構造

を持つ。本演習では、二人が辿る対照的な人生を追いつつ、黒人社会のありよう、そこでの男と女の生き方に注目して読んでい

く。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

感想などをまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問

点を少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。 また、授業後、受講者全員に

リアクション・ペーパーを提出してもらう。 

 

Students will conduct an intensive close reading of African-American author Toni Morrison’s second work, Sula (1973). 

The work details the friendship of two African-American girls, Sula and Nel, who grew up in a black neighborhood. The story is 

structured as one of the girls recalling the tragic life of her best friend. Over the course of their reading, students will follow the 

contrasting lives of the two youths as they experience the reality of black life, try to pursue a better future, and encounter the 

expectations for men and women in their society. 

Each week, student presenters will prepare summaries of the reading assignments, interpretations of difficult English phrases, 

and a presentation with accompanying handouts where they comment on the most important passages. Students not presenting 

are expected to come prepared with at least three questions or point that they found interesting about the text. The notes will 

help students actively participate in the class discussion, and, after class, all students will turn in a reaction paper.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. Sula (1) 

3. Sula (2) 

4. Sula (3) 

5. Sula (4) 

6. Sula (5) 

7. Sula (6) 

8. Sula (7) 

9. Sula (8) 

10. Sula (9) 

11. Sula (10) 

12. Sula (11) 

13. レポート中間報告およびディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 



 - 930 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Toni Morrison. 2004. Sula. Vintage (ISBN:9781400033430) 

 

参考文献（Readings） 

1. トニ・モリスン   （大社淑子訳）、2009、『スーラ』、早川書房 (ISBN:415120055X) 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

翻訳で良いので、あらかじめ作品を通読しておくことが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評の実践：Kazuo Ishiguro,The Remains of the Day 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro の代表作品を丹念に読むことで、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用語と分析技法」を

使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストのより深い読解、テーマを設定したうえでの論点分析、ならびにテクスト

に基づいた論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading Kazuo Ishiguro’s Booker Prize-winning novel, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. 

It will introduce some important literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. 

Specifically, students will be guided to analyse various themes and topics and to communicate ideas effectively in group 

discussion and academic essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

_The Remains of the Day_(1989)は二つの世界大戦を背景とし、あるカントリー・ハウスで「品格のある」執事として勤めあげたステ

ィーブンスの回顧録である。明快な英語で書かれていることで有名ではあるが、内容は決して明快ではなく、解釈は一筋縄では

いかないことが多い。本演習では「信頼できない語り手」やアイロニーなどの小説技法、さらに、ノスタルジア、マスキュリニティ、フ

ァシズム、政治的無関心といったテーマに特に着目していく予定である。英文テクスト自体の熟読と詳細な分析を通して、文学批

評をする上での様々な視点や考え方を実戦形式で学ぶ。 

 

_The Remains of the Day_ (1989) is a fictional memoir of Stevens, a so-called dignified butler who worked in a country house 

during and after two world wars. Although the novel is known for its clear and simple writing style, interpreting it is not as easy 

as it seems. This seminar focus on literary techniques such as unreliable narrator and irony. In addition, special attention will be 

given to the themes of nostalgia, masculinity, fascism, and political apathy. Through this seminar, students will be able to 

criticise the novel from various perspectives and write critical essays on the basis of their attentive reading.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品講読（１） 

3. 作品講読（２） 

4. 作品講読（３） 

5. 作品講読（４） 

6. 作品講読（５） 

7. 映画アダプテーションの鑑賞① 

8. 作品講読（６） 

9. 作品講読（７） 

10. 作品講読（8） 

11. 作品講読（９） 

12. 作品講読（１０） 

13. 映画アダプテーションの鑑賞② 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは_The Remains of the 
Day について、授業で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2005. The Remains of the Day. Faber and Faber (ISBN:978-0-571-25824-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評理論とアメリカの詩 

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） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 批評理論の基礎を学び、それをアメリカの詩に応用することにより、新しい解釈の可能性を拡大します。さらには、そのダイナミ

ズムを体感することによって、カリキュラムマップに示された「より高度な読解力」を養うとともに、「文学上の議論」やすぐれた「レ

ポートを作成」できるようになります。 

 

This course will teach literary criticism theory and apply it to American poetry, opening new avenues for interpretation of 

literature. By experiencing this dynamism, students will develop foundational language and literary debate skills outlined in the 

curriculum map as well as foster good practices for writing academic reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 テクストを読みとくため、これまで各種の批評理論が考案されてきました。その多くはまばゆいほどきらびやかにみえます。もち

ろん批評理論を演繹するばかりでは、オリジナルな研究は生まれません。けれども、文学理論を援用することによって、同じテク

ストに新しい光を当てられることも事実です。 

 そこで本演習では、精神分析理論やフェミニスト理論、ポストコロニアル理論など、各種の批評理論の初歩的基礎を学び、それ

らがアメリカの女性詩人エミリー・ディキンソンのテクストに対して、どのように適用することができるか探ります。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者が、資料をまとめたハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当で

ない参加者も議論に加わることが求められます。 

 

 Many ideas for literary criticism of every genre have been generated in order to understand text on a deeper level. Of those, 

many seem dazzling. But original research cannot be produced by applying criticism theory alone. Applying literary theory does, 

however, produce more avenues for exploration in the same piece of text. 

 Using American poet Emily Dickinson’s work, students learn fundamentals and potential applications for spiritual analysis, 

feminist theory, postcolonial philosophy, and other critical theories. 

 Students will produce handouts based on assigned passages and present to the class. Students not presenting are expecting 

to join in the discussion regarding the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 読者反応理論の基礎 

3. 新批評の基礎 

4. 新批評とディキンソン 

5. 精神分析理論の基礎 

6. 精神分析理論とディキンソン 

7. マルクス主義理論の基礎 

8. フェミニスト理論の基礎 

9. フェミニスト理論とディキンソン 

10. クィア理論の基礎 

11. クィア理論とディキンソン 

12. アフロ・アメリカン批評理論の基礎 

13. ポスト・コロニアル理論の基礎 

14. ポスト・コロニアル理論とディキンソン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard 上でおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表･応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Lois Tyson,. 2011. Using Critical Theory. Routledge, (ISBN:0415616174) 

2. Lois Tyson,、2006、『Critical Theory Today     』』、Routledge, (ISBN:0415974100) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ａ 

(Preliminary English Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Regionalism and Diversity in American Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The first goal of this class is to understand the relationship between major American writers and the literary movements they 

are associated with. The second goal of this class is to understand the historical events that influenced those writers and 

literary movements.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will present an overview of some of the major American literary movements and the authors and works of fiction 

associated with them. Students will read and analyze a wide variety of works and consider the historical events and social 

movements from different regions of the United States. The main movements that will be explored are Romanticism, Realism, 

Modernism, Harlem Renaissance, and Post-Modernism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, introduction to Romanticism (New England) 

2. Romanticism 1: The American Renaissance (New England) 

3. Romanticism 2: Romanticism and American Gothic (Southern America) 

4. Romanticism 3 and introduction to Realism (American travelers) 

5. Realism 1 (Midwest and Southern America) 

6. Realism 2 and introduction to Modernism (Americans living abroad) 

7. Modernism 1 (20th century worldwide trends in literature and America) 

8. Modernism 2 and introduction to Harlem Renaissance (20th century New York) 

9. Harlem Renaissance 1 (African Americans in the East) 

10. Harlem Renaissance 2 and introduction to Post-Modernism (African Americans in the South) 

11. Post-Modernism 1 (Immigrant authors in America) 

12. Post-Modernism 2 (20th century New England) 

13. Post-Modernism 3 (20th century Mid-west) 

14. Final wrap-up and discussion of current literary trends 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mid-term(30%)/Active class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary English Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The American Dream is a recurring theme in the nation’s literature. Using examples from literature and their film adaptations, 

this course will introduce students to the concept of the American Dream and show how this theme evolved as the nation 

developed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the American Dream 

2. Horatio Alger: Ragged Dick 

3. Horatio Alger: Ragged Dick 

4. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

5. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

6. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

7. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

8. Theodore Dreiser: Sister Carrie (First Response Paper due) 

9. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

10. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

11. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (Second Response Paper due) 

12. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son 

13. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son (Third Response Paper due) 

14. Final Oral Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to complete all weekly reading assignments before class. Response papers must be typed and submitted 

on time as they are essential to participate in class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation(40%) 

No textbook is required for this course. Handouts will be provided by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary English Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Canada: Culture, Society and Values 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main goals of this course are to enhance students’ understanding of Canada; improve their communicative and reading 

abilities in English, and raise their critical thinking skills. At the end of this course students should have more advanced skills to 

articulate their opinion in English on a range of social topics, demonstrate increased vocabulary on common political, historical 

and cultural issues, and gain knowledge of the defining aspects of Canadian society and identity.  

 

Improvement of communicative skills will be achieved by listening and reacting to short lectures, delivering presentations based 

on classroom readings and independent research, and participating in group discussions. Vocabulary expansion, another 

important dimension of this course, will be helped by extensive reading assignments. Finally, students will have several 

opportunities to articulate their thoughts in writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course we will cover some of the key features of Canadian society, such as: bilingualism, ethnic diversity, and current 

challenges. We will look briefly at Canada’s colonial past before examining more closely various geographic areas of the country. 

Lectures by the instructor and assigned readings will be the basis for the presentations and discussions in class. Students are 

expected to come to class prepared to participate in classroom discussions and complete all homework as required. 

 

Each session will generally involve a brief lecture by the instructor to introduce the topic of the lesson, a review of the reading 

homework, and a group discussion of questions distributed beforehand.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A detailed explanation of the class: expectations, evaluation and students’ introductions. “What do you know about 

Canada?” a short exercise and discussion.  

2. Overview of Canadian geography & Canadian historical development (Reading: Ch. 1).  

Students will brainstorm key factors which have contributed to Canada's growth as a country and engage in a discussion 

on two questions related to Canadian history. 

3. Canadian multiculturalism / Immigration to Canada (1) (Reading Ch. 5) 

During this session students will discuss the benefits and drawbacks of immigration as a factor in nation building.  

4. Canadian multiculturalism / Immigration to Canada (2) (Reading: assigned article) 

Vocabulary Quiz #1 

Discussion on the relations between English- and French-speaking groups in Canada 

5. Arts, Education and Sports in Canada (Reading Ch. 3) 

Students will look at the social and educational aspects of life in Canada and discuss similarities between education 

systems in Canada and Japan. 

6. Canada's regional study: The Pacific Region (Reading Ch. 6) 

Vocabulary check and discussion 

7. Canadian regional study: Prairie Provinces (Reading Ch. 7) 

Essay 1 due 

Vocabulary check and discussion 

8. Canadian regional study: Central Canada (Reading Ch. 8) 

Vocabulary Quiz #2 

Vocabulary check and discussion 

9. Canadian regional study: Central Canada (Reading Ch. 9) 

A role-play exercise 

10. Canadian regional study: The Atlantic Provinces (Reading Ch. 10) 

Essay 2 due 

Vocabulary check and discussion 

11. Canada: a bilingual nation 

Vocabulary Quiz #3 
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Discussion on challenges of managing a bilingual country 

Announcement of presentation topics  

12. Presentations (1) 

(Students will be divided into three groups). First group will make presentations. 

13. Presentations (2) 

Second group will make presentations.  

14. Presentations (3) 

Third group will make presentations. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework will be assigned for every class. In addition to weekly reading assignments and vocabulary exercises, students will be 

expected to prepare for in-class discussions and short speeches. All students will make a 6-8 min. long presentation at the end 

of the course. The presentation will require independent research. Additionally, two short papers will be assigned in class. 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(40%)/Essay 1(10%)/Essay 2(15%)/Discussion in class (evaluated 5 times)(25%)/Attendance and participation(10%) 

Note that in-class discussions will be evaluated on an ongoing basis together with the homework 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sauve, V.. 2012. Gateway to Canada, 2nd ed.. Oxford University Press 

Textbook will be available for purchase at the university bookstore. Students should bring the textbook to every class. The 

instructor will provide additional reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｄ 

(Preliminary English Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Analyzing American Short Stories 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this class is to introduce students to the joys and complexities of reading, interpreting, discussing, and writing about 

literary texts. More specifically, by actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks that focus on literary works, 

students will increase their vocabularies and strengthen their abilities in speaking and writing. Other aims are to improve abilities 

in giving English presentations, and in writing well-organized literary analysis essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read, write about, and discuss some well-known American short stories. 

Students will respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These 

responses will solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “A Day’s Wait,” Ernest Hemingway 

In-class: Explanation of syllabus, schedule, objectives, and expectations. Followed by 

Preparing to Read; discussing questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

2. “A Day’s Wait”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Write a dialog between Schatz and the father, for dramatization next class 

3. “A Day’s Wait”  

In-class: Dialog dramatizations. Followed by “Thank You, Ma’m,” Langston Hughes, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write  

answers in notebooks 

4. “Thank You, Ma’m”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 1, for dramatization next class 

5. “Thank You, Ma’m”  

In-class: Dialog dramatizations. Followed by “The Circuit,” Francisco Jimenez, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

6. “The Circuit”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

7. “The Circuit” 

In-class: Paragraph presentations. Followed by “The Last Leaf,” O. Henry, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

8. “The Last Leaf”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 5, for presentation next class 

9. “The Last Leaf”  

In-class: Presentations 

10. “The Lottery,” Shirley Jackson 

In-class: Preparing to Read; vocabulary tasks; close reading of opening paragraphs; discussing questions about themes, 
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key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write  

answers in notebooks  

11. “The Lottery”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Prepare dramatizations for next class 

12. “The Lottery”  

In-class: Dramatizations  

Homework: Prepare presentations 

13. “The Lottery”  

In-class: Presentations 

Homework: Prepare final essay 

14. Review; final essays due. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

homework(30%)/participation in class activities(30%)/presentations(20%)/final essay(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Judith Kay, Rosemary Gelshenen. 2012. Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories, 2nd edition. 

Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course.  

 

注意事項（Notice） 
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■AM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｅ 

(Preliminary English Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Fantasies and Fairy Tales 1: Representations of Culture, Gender and Society in 

Children’s Literature and Animation 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will focus on the crucial role fairy tales play in shaping our childhood perceptions of our social environment, and 

how those perceptions continue to influence us in our adult lives. We will look at representations of gender, culture, religion, 

history and society in the literature of fairy tales and folklore and in a number of adapted animated features, in order to discuss 

their central themes, their role in education and their continuing influence and suitability for contemporary society(ies). 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research exercises for projects and extra-curricular 

activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the fairy tale genre and young children’s literature. 

The implications of representations of gender, society, culture, religion and history in children’s literature and cinema. 

The fairy tale as moral instruction. 

2. The psychoanalytical interpretation: Snow White (Brothers Grimm version and Disney adaptation). 

3. Snow White discussion. Key themes and concepts. 

Freudian symbolism. 

4. Gender implications: Cinderella (Rhodopis, Charles Perrault version and Disney adaptation). 

5. The female in society. Cinderella discussion. 

6. Religion and rebirth: The Little Mermaid (Hans Christian Andersen story and Disney adaptation). 

7. The Little Mermaid. Discussion on changing female role models. 

8. Representations of culture and ethnicity: The Ballad of Mulan, Aladdin’s Wonderful Lamp and Disney’s Aladdin and/or 

Mulan. 

9. The politics of racial and cultural representations. 

Aladdin/Mulan discussion. 

10. History and revisionism: Disney’s Pocahontas. 

11. Educational responsibilities, history and the environment. Pocahontas discussion. 

12. Parody and satire: Dreamwork’s Shrek. 

13. The role of the outsider. Shrek discussion. 

14. Review of key themes and strategies in young children’s literature and animation. In-class course coverage test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. Evaluations will be based on class participation, a coverage test and research report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No text book is required. Photocopied information and stories will be provided as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｆ 

(Preliminary English Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Two Stories Set in the 19th Century: The Heiress and Frankenstein 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  

Background knowledge of the stories is incorporated into the course to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Heiress is a woman's coming-of-age story, so that class discussions will focus on her interaction with the people around 

her and the conventions of her society.  Frankenstein is not only the first science-fiction writing, but also a coming-of-age 

story about the creature's search for self-identity.  Students are required to prepare the assigned reading so as to participate 

in discussions.  Each student needs to give a presentation once about the assigned reading, and at the end of each class 

students will write short comments.  An end-of-term essay about 350 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the socio-historical context of the two stories.  Topics in relation to the background of The Heiress include 

the traditional role of women in mid-19th century America, women's voting right, job opportunities, inheritance and dowry. 

2. The Slopers: The Heiress page 5 - page 12.  The beginning of the film adaptation will be shown.   

3. The Slopers: 13-20   

4. The Slopers: 20-27 

5. Morris Townsend: 28-35 

6. Morris Townsend: 35-43 

7. The Marriage Proposal: 44-52 

8. The Marriage Proposal: 53-61 

9. Morris's Cruelty: 62-70 

10. Morris's Cruelty: 71-79 

11. Catherine's Choice: 79-87 

12. The Creation of the Creature: the beginning of Frankenstein 

13. The Desertion of the Creature 

14. The Creature's Education and Disillusionment 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/class presentation and participation(30%)/short comments(30%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be eligible to obtain credit. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ruth&Augustus Goetz. 1951. The Heiress. Samuel French (ISBN:9780573011764) 

2. Nick Dear. 2011. Frankenstein. faber and faber (ISBN:9780571277216) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■AM047 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｇ 

(Preliminary English Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

New England and the Natural World: Representations of Nature in Philosophy, Poetry, 

Art, and Music 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course has two main goals: 1) to improve students' knowledge of America's literary and cultural history, and 2) to 

understand nature's significant role in the consciousness of New England philosophers, artists, musicians, and writers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

American literature has a tradition of using imagery, symbolism, and metaphors of the natural world in order to express a variety 

of emotions, and discuss numerous subjects such as politics, individuality, religion, and life and death. In this course, students 

will explore the theme of "nature" and how it influenced a diverse group of people from the New England region of the United 

States. For the first few classes, we will focus on a broader understanding of New England philosophy and history. Then we will 

examine culturally significant works of art, music, and poetry to further deepen our understanding of the meaning of "nature" in 

the New England context.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, syllabus review, and short introduction to New England and its history  

2. Puritan Poetry (Anne Bradstreet), Native American poetry (various)  

3. 19th century ideas and philosophy on "nature" (Ralph Waldo Emerson)  

4. 19th century ideas and philosophy on "nature" (Henry David Thoreau)  

5. Images of nature in 19th century American art; art's important influence on 19th century American society  

6. 19th century nature poets (Emily Dickinson)  

7. 19th century nature poets (Emily Dickinson part 2)  

8. 19th century nature poets (Walt Whitman)  

9. 19th-20th century New England composers; how the natural world inspired their music  

10. Images of nature in 20th century American art; comparison to images of nature in 19th century American art  

11. 20th century nature poets (Robert Frost)  

12. 20th century nature poets (e.e. cummings)  

13. 20th century nature poets (Elizabeth Bishop)  

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Active class participation(30%)/Homework(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary English Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to American Gothic Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) for students to improve their English and learn about interpreting and analyzing literature, 

and 2) to learn about the Gothic genre and its importance to the American literary canon. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will focus on Gothic literature in America from the 19th century to the present. After learning about the basic 

elements of the Gothic as a literary genre, students will have the chance to examine different sub-genres. They will also try to 

make connections between the Gothic and other literary genres, such as fantasy, realism, science fiction, and romanticism. 

Emphasis will be placed on understanding and explaining why Gothic is considered to be "scary." To that end, we will frequently 

discuss the use of (or lack of) supernatural and psychological elements in the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on defining the Gothic genre 

2. Lecture and discussion about early American Gothic 

3. Early New England Gothic Part 1 (Movie: "The Legend of Sleepy Hollow") 

4. Early New England Gothic Part 2 ("Young Goodman Brown" by Nathaniel Hawthorne) 

5. Southern Gothic Part 1 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

6. Southern Gothic Part 2 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

7. Turn-of-the-century Gothic Part 1 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

8. Turn-of-the-century Gothic Part 2 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

9. Supernatural Gothic ("The Music of Erich Zann" by H.P. Lovecraft) 

10. Domestic & Psychological Gothic Part 1 ("The Man in the Woods" by Shirley Jackson) 

11. Domestic & Psychological Gothic Part 2 ("The Possibility of Evil" by Shirley Jackson)  

12. Science Fiction Gothic ("The Scythe" by Ray Bradbury) 

13. Lecture and discussion of current trends in Gothic Literature ("October in the Chair" by Neil Gaiman) 

14. Final review and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary English Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. Students will also be 

introduced to academic writing on literary topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the second semester of our studies on the theme of the American Dream, we will focus on John Steinbeck’s novella Of Mice 

and Men (1937). The course will begin with a review of the events leading up to the Great Depression of 1929 in an attempt to 

establish how this catastrophic event nearly destroyed the reality of the American Dream, even though it could not do so in the 

hearts and minds of the American people. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Great Depression and Its Impact on the American Dream 

2. Of Mice and Men Reading and Discussion 

3. Of Mice and Men Reading and Discussion 

4. Of Mice and Men Reading and Discussion 

5. Of Mice and Men Reading and Discussion (First Response Paper Due) 

6. Of Mice and Men Reading and Discussion 

7. Of Mice and Men Reading and Discussion 

8. Of Mice and Men Reading and Discussion 

9. Of Mice and Men Reading and Discussion (Second Response Paper Due) 

10. Of Mice and Men Reading and Discussion 

11. Of Mice and Men Reading and Discussion 

12. Of Mice and Men Reading and Discussion 

13. Of Mice and Men Film Version 

14. Final Oral Presentation and Submission of Final Writing Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned 10 to 15 pages of reading homework every week. Response papers must be typed and submitted on 

time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation and Final Writing Project(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Steinbeck. 2014. Of Mice and Men. Penguin Classics (10: 0141396032) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary English Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Canada and Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are to better students’ knowledge of two specific challenges facing the international 

community today, including Canada, to further improve the communicative skills of the class members; and to provide students 

with opportunities to conduct independent research and deliver presentations in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The instructor will choose specific topics and students will be expected to do readings and complete other thematic 

assignments. Students will be expected to engage in group discussions and come to class prepared. 

All students will deliver one 8-10 min presentation on a particular global issue and submit 2 essays.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course: expectations and syllabus review.   

2. Challenges Canada is facing today.  

3. Global Issue 1: Immigration (1) 

Overview of migration in the world today 

Discussion of push and pull factors with a focus on statistical data 

Vocabulary quiz #1 

4. Immigration (2) 

Canadian context. integration vs. assimilation 

Discussion of the success stories and challenges of Canada's immigration policy 

5. Immigration (3) 

Security issues and illegal migration 

Discussion of the current situation in the US and Western Europe 

6. Immigration (4) 

Situation in Japan 

Discussion of the changing demographics in Japan and of the 2018 decision to change the immigration law. 

7. Global Issue 2: Inequality (1) 

Overview 

Discussion: Is inequality a problem? Effects of inequality 

Vocabulary quiz #2 

Essay 1 due 

8. Inequality (2) 

Canadian context: Canada as a welfare state 

Students will learn about Canada' policies and discuss the impact of welfare systems on society 

9. Inequality(3) 

Inequality in the developing world 

We will look at a few specific cases of inequality in some of the poorest regions of the world and discuss the causes of 

the ongoing difficultires. 

10. Inequality (4) 

Possible solutions  

Following a brief overview of the mechanisms which exist to help reduce inequality we will discuss  other potential 

solutions and long-term prospects. 

Vocabulary quiz #3 

11. Review of the two themes discussed this semester focusing on the role of developed countries such as Japan and 

Canada.  

Essay 2 due 

Presentatoin topic announcements.  

12. Presentations (1) 

Students will be divided into three groups. First group will make presentations. 
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13. Presentations (2) 

Second group will make presentations. 

14. Presentations (3) 

Third group will make presentations.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings will be assigned for every class. Students will be expected to prepare for discussions at home. Students will also 

deliver a presentation at the end of the course and submit two short essays.  

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(30%)/Essay 1(10%)/Essay 2(15%)/In class discussions(20%)/Vocabulary quizes (2)(15%)/Attendance and 

participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sauve, V.. 2012. Gateway to Canada, 2nd ed.. Oxford University Press 

Other materials will be provided by the instructor. Students are responsible for bringing all required reading materials, including 

textbook, to every class.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary English Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Analyzing American Short Fiction 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this class is to further develop students’ appreciation of the joys and complexities of reading, interpreting, 

discussing, and writing about literary texts. More specifically, by actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks 

that focus on literary works, students will increase their vocabularies and strengthen their abilities in speaking and writing. Other 

aims are to improve abilities in giving English presentations, and in writing well-organized literary analysis essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read, write about, and discuss some well-known American short stories. 

Students will respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These 

responses will solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “The Third Level,” Jack Finney  

In-class: Explanation of syllabus, schedule, objectives, and expectations. Followed by 

Preparing to Read; discussing questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

2. “The Third Level”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 3 or 4, for presentation next class 

3. “The Third Level”  

In-class: Presentations. Followed by “All Summer in a Day,” Ray Bradbury, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

4. “All Summer in a Day”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

5. “All Summer in a Day”  

In-class: Presentations. Followed by “Désirée’s Baby,” Kate Chopin, Preparing to Read; discussing questions about 

themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

6. “Désirée’s Baby”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing 1, 2, or 3, for presentation next class 

7. “Désirée’s Baby”  

In-class: Presentations. Followed by “A Visit to Grandmother,” William Melvin Kelley, Preparing to Read; discussing 

questions about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

 

Final essay assignment: choose one of the presentation topics from one of the following three stories, and write a properly 

formatted 3-page essay. 

8. “A Visit to Grandmother”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next clas 

9. “A Visit to Grandmother”  

In-class: Presentations. Followed by “To Soon a Woman,” Dorothy M. Johnson, Preparing to Read; discussing questions 
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about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

10. “Too Soon a Woman”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

11. “Too Soon a Woman”  

In-class: Presentations. Followed by “Thicker Than Water,” Ralph Henry Barbour, Preparing to Read; discussing questions 

about themes, key words, concepts 

Homework: The Story; read the story at least twice; Understanding the Story; write answers in notebooks 

12. “Thicker Than Water”  

In-class: Check homework; students respond orally with their answers. Followed by Thinking Critically; students discuss 

themes and conflicts in the story  

Homework: Discussing the story [choose one and write a paragraph], for presentation next class 

13. “Thicker Than Water”  

In-class: Presentations  

Homework: Write final draft of final essay 

14. Review; final essay due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

homework(30%)/participation in class activities(30%)/presentations(20%)/final essay(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kay, Judith and Gelshenen, Rosemary. 2012. Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories, 2nd edition. 

Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary English Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Fantasies and Fairy Tales 2: Representations of Culture, Gender and Society in 

Children’s Literature, Animation and Film 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course continues the focus seen in Fantasies and Fairy Tales 1, but with a greater multicultural emphasis and an analysis 

of older children's literature and animation/film. We will look at a range of animation and children’s films, including the Disney 

canon, the work of Hayao Miyazaki, C.S. Lewis, J.K. Rowling, among others. You will be encouraged to assess not only the 

literature and cinema itself, but also to make connections and comparisons across cultures, and to use a range of analytical 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research exercises for projects and extra-curricular 

activities. Class content will be slightly adjusted to suit individual leaning strategy preferences and the overall English language 

level. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review of core concepts from the first semester. Introduction to strategies for cross-cultural comparison and analysis of 

children's literature and animation. 

2. The modern Disney princess: Tangled and/or Frozen. 

3. Tangled and/or Frozen analysis and discussion. 

Feminist representations as a response to modern society's genre expectations. 

4. Connections across cultures: Ponyo on the Cliff by the Sea (Gake no ue no Ponyo). A Japanese fairy tale. 

5. Comparison and contrast: Hans Christian Andersen, Disney, and Studio Ghibli. 

6. The Healing Power of Nature: The Secret Garden. 

7. The Secret Garden. Class discussion and analysis. 

8. The American Fairytale: The Wizard of Oz. 
9. The Wizard of Oz. Class discussion and analysis. 

10. Christian didacticism. The Chronicles of Narnia: The Witch, the Lion and the Wardrobe. 

11. The Chronicles of Narnia: The Witch, the Lion and the Wardrobe. Class discussion and analysis. 

12. The modern bildungsroman: Harry Potter and the Philosopher's Stone. 

13. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Class discussion and analysis. 

14. Review of key themes and strategies in children’s literature, animation and film. In-class coverage test and analysis. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. Evaluations will be based on class participation, a coverage test and research report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

No text book will be required. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 951 - 

■AM056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary English Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories about Gender Identity Discrimination: The Children's Hour and Breaking 
the Code 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  The 

exploration of socio-historical contexts of the stories is encouraged in the course to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Children's Hour is concerned with two female educators' resistance to gender stereotype and prejudice of their society.  

Class discussion will focus on the convention of femininity and homophobia in mid-20th century America.  In Breaking the 
Code, the main character Alan Turing is not only a groundbreaking code-breaker, but he also breaks rules of gender identity.  

Students are required to prepare the assigned reading and participate in discussion.  Each student needs to give a 

presentation once about the assigned reading, and at the end of each class, students will write short comments.  An end-of-

term essay about 350 words is also required.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: to learn the background of The Children's Hour through reading the beginning of the text and watching its 

film adaptation 

2. Mary Tilford and Mrs. Mortar: page 11- page 16 

3. Karen and Martha as Educators: 17-22 

4. Dr. Cardin's Support: 23-30 

5. Mary's Lie to Mrs. Tilford: 31-37  

6. The Alleged Intimacy: 38-43 

7. The Consequence: 44-50 

8. The Bond between Karen and Martha: 51-57 

9. Cardin's Fear: 58-64 

10. The Choices: 65-70 

11. Breaking the Code: brief summary and its film adaptation 

12. Turing's Contribution to ending WWII: 26-30, 36-38 

13. The Chemical Castration: 55-62, 84-86 

14. Turing's Humiliation: 92-96, 102-5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/class presentation and participation(30%)/short comments(30%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be eligible to obtain credit. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lillian Hellman. 1934. The Children's Hour. Dramatists Play Service (ISBN:9780822202059) 

2. Hugh Whitemore. 1987. Breaking the Code. Samuel French (ISBN:9780573690860) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary English Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparing Modern English and American Literatures 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) to introduce students to the study of comparative literature and 2) to read various literary 

works written in English and compare them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class, students will develop their understanding of comparing texts and of comparative literature. Discussion topics will 

include, but will not be limited to, gender issues, class conflict, and racial/ethnic conflict. The first half of the class will be 

devoted to American literature, and the second will be devoted to British literature; students will be asked to draw comparisons 

between specific stories as well as the characters and the situations in the stories. They may also make comparisons between 

the authors that wrote the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on methods of comparing literature 

2. "Hills Like White Elephants" (Ernest Hemingway) 

3. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 1 

4. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 2 

5. "What a Thought" (Shirley Jackson) 

6. "Yellow Woman" (Leslie Marmon Silko) 

7. "The Return of the Thin White Duke" (Neil Gaiman) 

8. "The Dead" (James Joyce) Part 1 

9. "The Dead" (James Joyce) Part 2 

10. "The Birds" (Daphne du Maurier) Part 1 

11. "The Birds" (Daphne du Maurier) Part 2 

12. "Lamb to the Slaughter" (Roald Dahl) 

13. "The Rain Horse" (Ted Hughes) 

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ａ 

(Introductory Seminars B2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学作品精読 

担当者名 

（Instructor） 
藤村 希(FUJIMURA NOZOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた作品を精読することを通して、英文構造や英語表現についての理解を深め、英文を正確かつ豊かに読むという

英語文学作品を学んでいくうえで基礎となる力を身につけます。 

 

This course aims to improve students’ understanding of English structure and phrasing through intensive reading of English 

literature as well as to develop their skills in reading English correctly and deeply, which are prerequisites for studying English 

literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短い小説や詩を 1 学期で 3 編程度取り上げます。事前に担当者は決めず、授業中にランダムに指名し訳読してもらう

ことで作品を皆で読んでいきます。受講者全員が毎回しっかり辞書を引いて予習のうえ授業に臨んでください。1 作品読み終わる

ごとに小テストを行います。最終授業では身につけた読解力をはかるため、授業中には読まなかった英文を用いて期末テストを

行います。 

 

Students will read three American short stories or poems over the course of the semester. Students will be selected at random 

to read and translate the text as the class proceeds through the readings. All students are expected to do their necessary 

study of the assigned text before coming to class. A short test will be given at the end of each work. The final exam will be 

given on the final day of class and will consist of English texts not covered during the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明と概説 

2. 作品精読 1 

3. 作品精読 2 

4. 作品精読 3 

5. 作品精読 4、小テスト 1 

6. 作品精読 5 

7. 作品精読 6 

8. 作品精読 7 

9. 作品精読 8、小テスト 2 

10. 作品精読 9 

11. 作品精読 10 

12. 作品精読 11 

13. 作品精読 12、小テスト 3 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業前に学習範囲を丁寧に辞書を引いて予習してください。授業で学んだこと、特に自分の予習でよく分からなかった箇

所を重点的に復習し、英文読解力の向上につなげていきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発表等(40%)/小テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

欠席が 3 回を超えた場合は単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｂ 

(Introductory Seminars B2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国短編小説を楽しむ 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀～20 世紀に書かれた、3 篇の英国の短編小説を深く味わいましょう。精読することで、文学作品を分析する上で必要な知

識と英語力を培います。 

 

This course will cover three British novellas written during the 19th and 20th centuries. Through thorough reading of the 

assigned text, this course foster literary analytical skills in addition to developing necessary knowledge and English capabilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回適当な分量をあらかじめ指定し、授業自体は輪読形式を基礎とします。常に全員参加型で、当番制ではありません。音読と

日本語訳をした上で、必要に応じてディスカッションを行います。また、授業時間内で読み進んできた英文テクストのレヴューとな

るような小テストを 3 度実施します。最終授業時には、授業時間には取り上げなかった英文を用いて、読解力を測る筆記テストを

行います。 

 

Classes will consist of reading preassigned passages in turn with all students. All students are required to participate every 

class. After reading out loud and performing Japanese translations, students will engage in active discussions as necessary. 

Three small tests will be conducted at appropriate points in the semester to review material read in class. The final exam will be 

given on the last day of class and will consist of a writing exam regarding reading material not covered in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. Thomas Hardy の短編小説を読む（１） 

3. Thomas Hardy の短編小説を読む（２） 

4. Thomas Hardy の短編小説を読む（３） 

5. 小テスト（１）とまとめ 

6. Graham Greene の短編小説を読む（１） 

7. Graham Greene の短編小説を読む（２） 

8. Graham Greene の短編小説を読む（３） 

9. 小テスト（２）とまとめ 

10. Katherine Mansfieldの短編小説を読む（１） 

11. Katherine Mansfield の短編小説を読む（２） 

12. Katharine Mansfield の短編小説を読む（３） 

13. 小テスト（３）とまとめ 

14. 筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日読むことになっているパートは、全員がしっかりと読んできてください。意味を調べるだけでなく、作者の手法や登場人物の

心情なども自分なりに説明できるよう、準備してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト３回(40%)/授業準備と毎回のコメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｃ 

(Introductory Seminars B2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ短編小説の精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしい英語で書かれた文学作品を読むことで英語力の向上をはかるとともに、英米文学をより深く理解するための基礎

作りをする。 

 

This course will build the foundation for a deeper understanding of American literature through reading comparatively easy 

American literature texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短編小説を読む。本演習は、授業中の指名によって輪読形式で進めるが、毎回、受講者全員に少なくとも一度は発言

を促すので、予習を怠らないこと。予習の際には、英語を読むことだけで満足せずに、一文一文が作品において持つ意味も考え

てくること。 

 

学期中に２回、理解度を測るための小テストを行う。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文を用いた期末テストを

行い、一般的な英語読解能力の向上度合いを測る。 クラス全員がいつ指名されても良いように、一文一文の意味をしっかり把握

した上で授業に臨むこと。不明な点がある場合にはどこが解らないのかをはっきりさせておくこと。  

 

In the course we will read American novellas, and each student must come prepared to make at least one comment during 

every class. Students will also be asked to come having looked up any unfamiliar English words and will occasionally be called on 

to read in turn during class; students will have to consider the meaning of each sentence in relation to the overall work. 

Two short tests will be given during the semester to determine students’ understanding of the material. The final exam will be 

given on the last day of class and will be based on a piece of reading not covered in class. The aim of the final exam is to 

determine how students’ English reading comprehension has improved. Before each class, students are expected to prepare by 

dedicating time to understanding each sentence’s meaning before and are expected to indicate any points that they have had 

trouble understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明 

2. Raymond Carver, "Fat"  

3. Sherwood Anderson, "The Strength of God" 

4. Ray Bradbury, "There Will Come Soft Rains" 

5. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper" (1) 

6. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper" (2) 

7. 小テスト 

8. Flannery O’Connor, "Good Country People" (1) 

9. Flannery O’Connor, "Good Country People" (2) 

10. Paul Bowles, "A Distant Episode" (1) 

11. Paul Bowles, "A Distant Episode" (2) 

12. 小テスト 

13. Edgar Allan Poe, "The Tell-Tale Heart" 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、授業で読む範囲を読み、わからない単語があれば全てしっかりと辞書を引いて予習してくること。文法や意味のとりにくい

構文などがあれば、チェックしておき、授業中に質問すること。また、授業で扱った英文の読解について、語彙や文法項目などを

復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業内のパフォーマンス(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱う作品を変更する場合があります。また、授業の進捗状況により、予定を変更する可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｄ 

(Introductory Seminars B2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「おとぎ話」と社会批判： Animal Farm を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より広い語彙形成、英文構造の理解の徹底を図ることを目標に、短めのイギリス小説を訳読していき、今後の学習・研究の基礎

となる英文読解力を養う。 

 

This course will develop essential reading comprehension skills for academic research through reading a British novella. It 

focuses on expanding vocabulary and gaining a deeper understanding of sentence structure.  

 

授業の内容（Course Contents） 

George Orwell の Animal Farm: A Fairy Story (1945) では、ロシア革命からスターリンの全体主義にいたる過程における権力の

腐敗が、寓話（アレゴリー）という形式で風刺されている。本小説は動物が「話す」物語なので、一見すると児童文学のように思え

る。しかし、シンプルな一つ一つの英文から読み取ることができる政治・歴史・社会的事項は多岐にわたり、深い議論を誘う。本演

習では Animal Farm が、アレゴリーという表現技法を通じた、社会批判、あるいは思考実験（“What if?”）であることを頭に入れた

上で、丁寧に訳読しながら細かな表現技法を吟味していく。 

授業方法：発表者を事前に決めない、全員参加方式となる。学期中２回、それまで学び、議論したことの確認として、小テストがあ

る。また、最終日には授業で取り上げなかった英文を用いた、読解力を測るための筆記テストがある。 

 

George Orwell’s _Animal Farm: A Fairy Story (1945) satirizes the corruption of power in the process leading up to the Russian 

Revolution and then on into Stalin’s dictatorship in the form of an allegory. At first glance the text may appear to be children’s 

literature, since characters in the narrative are animals which can talk. However, each sentence of the text has a hidden 

political, historical, and/or social meaning behind it, which invites deep discussion. This seminar will introduce students to social 

criticism and thought experiments (“What if?”) expressed in the form of allegory in the text. With this in mind, students will 

closely examine and translate the text in order to gain a deeper understanding of the literary techniques. 

During the class, every student is asked to translate each sentence in the text. Students are required to take two 

comprehension quizzes. The final exam (in Week 14) will test students’ general reading skills. Note that the exam is based on an 

excerpt not covered in the class. The aim of this is to test how students’ reading comprehension has improved throughout the 

semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. Chapter 1 

3. Chapter 2 

4. Chapter 3 

5. Chapter 4 

6. 小テスト 

7. Chapter 5 

8. Chapter 6 

9. Chapter 7 

10. Chapter 8 

11. 小テスト 

12. Chapter 9 

13. Chapter 10 

14. 学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要だと思ったポイントを記録し

ておくこと。授業中に当てられた場合に訳すことができるように準備しておく必要がある。小テストの内容は授業の確認となるの

で、議論にあがった一つ一つのポイントをじっくり聞き、ノートに記録しておく（active listening）ことが重要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論への参加(40%)/小テスト(40%)/学期末テスト(20%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位習得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. George Orwell. 2008. Animal Farm. Penguin Books (ISBN:978-0-141-03613-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｅ 

(Introductory Seminars B2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading Sylvia Plath & Ted Hughes closely / contrapuntally 

担当者名 

（Instructor） 
三原 芳秋(MIHARA YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語詩を（一篇一篇／一語一語）精読し、自分なりの〈読み〉を行い、英語詩を〈読む〉ことの豊饒な世界を体感する。 

「近すぎて遠い」二人の詩人の関係を、訳読を通して想像し、語り合う。 

英語で詩を読む際に必要な知識の初歩を学ぶ。（あくまで「入門」です。） 

 

This course will conduct intensive, word-for-word readings of each piece of English poetry and encourage students to pursue 

reading in their own fashion while introducing them to the fruitful possibilities of enjoying literature. 

This course will also explore the relationship between two “so close but distant” poets through oral translation of their work. 

For poems read in English, students will learn introductory techniques for study. (This is intended to be an intro level course.) 

 

授業の内容（Course Contents） 

米国出身の詩人 Sylvia Plath（1932 – 1963）と英国の桂冠詩人 Ted Hughes（1930 – 1998）は、実生活におけるパートナーとし

て、また、互いの詩のよき理解者／ライバルとして、短くも濃密な数年間を共に過ごしました。この二人の詩を丁寧に読み（ときに

は比べ）ながら、「男と女」「英と米」「人間と動物」「自我と自然」「告白と描写」「現実と妄想」といったテーマにも思いを馳せつつ、

「英語で詩を読み、語り合う」ことの楽しみをクラス全体でシェアしたいと思います。 

授業はゼミ形式で、授業中の指名によって訳読してゆきます。予習をしっかりこなしたうえで出席することが、なによりも重視され

ます。 

 

第６回と第１０回にそれまでの内容を踏まえた小テスト、第１４回に応用問題の最終テストを行います。 

 

American poet Sylvia Plath (1932 - 1963) and English poet laureate Ted Hughes (1930 - 1998) were partners in life and rivals in 

literature for the numbered but emotionally intense years they spent together. By exploring the themes of man and woman, USA 

and UK, human and animal, ego and instinct, confession and description, and real and imaginary while conducting intensive 

readings (sometimes comparisons) of the two poets’ works, students will share the enjoyment of reading and discussing English 

poetry with each other. 

Classes will be conducted in the seminar style, and in-class oral translation will be performed by students picked at random. 

Careful preparation and attendance are the two most important components of succeeding in this course. 

 

Midterm exams will take place on the sixth and tenth classes and will feature content covered in class before each exam 

respectively. The applied knowledge final exam will be given on the fourteenth class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１） 授業の進め方について ＋ 英語で詩を読む、ということ 

2. 導入（２） シルヴィア・プラスとテッド・ヒューズ 

3. 詩の読解 

4. 詩の読解 

5. 詩の読解 

6. 詩の読解と小テスト 

7. 詩の読解 

8. 詩の読解 

9. 詩の読解 

10. 詩の読解と小テスト 

11. 詩の読解 

12. 詩の読解 

13. 詩の読解 

14. 最終テストとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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毎回課題詩を精読する。 

その他、Blackboard を用いて適宜予習・復習の指示を出します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業の予習・議論への参加(40%) 

毎回の出席・授業への積極的な参加が求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

課題詩はプリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｆ 

(Introductory Seminars B2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの英語を知る 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 将俊(NOZAKI MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの有名な台詞をいくつか実際に読んでみて、当時（16〜17 世紀）の英語に独特の語彙や文法があることを学びま

す。その上で現代にも通じる内容を味わいましょう。 

 

This course will study the English text of a number of famous Shakespeare lines and explore the unique vocabulary and 

grammar of the English language at the time (16th - 17th century). In addition, the course will also reveal phrases from the time 

period that are still understood to this day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ヴェニスの商人』，『ハムレット』， 『十二夜』などの代表作から、原文を何箇所か抜粋したものを訳読します。授業中の指名によ

って訳読してゆきますので、文法的・論理的に英語そのものをよく検討した上で出席してください。また、第６回と第１０回にそれま

での内容を踏まえた小テスト、第１４回には応用問題の最終テストを行ないます。 

 

Students will orally translate excerpts from some of Shakespeare’s most iconic works including The Merchant of Venice, 

Hamlet, and Twelfth Night. Those in attendance will be selected at random to read and translate in class, so students are 

expected to prepare as necessary before attending classes. Preparations include understanding grammatical structure, English 

meaning, etc. Two midterm exams will be conducted on the sixth and tenth classes and will be based on content covered before 

each respective class. An applied knowledge final exam will be given on the fourteenth class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 『ヴェニスの商人』(1) 

3. 『ヴェニスの商人』(2) 

4. 『ヴェニスの商人』(3) 

5. 『ヴェニスの商人』(4) 

6. 『ハムレット』(1)と小テスト 

7. 『ハムレット』(2) 

8. 『ハムレット』(3) 

9. 『ハムレット』(4) 

10. 『十二夜』(1)と小テスト 

11. 『十二夜』(2) 

12. 『十二夜』(3) 

13. 『十二夜』(4) 

14. 最終テストと全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の指定範囲を、よく辞書を引いて精読してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業の予習・議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

英文の抜粋と j授業の進め方が載ったプリントを、初回の授業またはブラックボードで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

各作品に関連する映像作品を授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 965 - 

■AM067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｇ 

(Introductory Seminars B2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学・語学研究に必要となる、英語（のフィクション）を読む力を訓練します。具体的には以下の４つを重点的に強化します。 

    a) 用いられている文法や構文を正確に把握できる。 

    b) 文脈に応じて多義語の意味を確定できる。 

    c) 時間経過や場面転換、登場人物の行動や心情などが把握できる。 

    d) 歴史的、文化的背景を調べることができる。 

加えて時間が許せば文体やシンボルの分析などにも手を伸ばします。 

 

This course will provide opportunities to practice English fiction reading skills necessary for literary and linguistic research. 

Specifically, this course aims to improve the following four skills: 

    a) Correctly identifying key grammatical elements and syntax 

    b) Correctly determine meaning of polysemous words in context 

    c) Correctly identifying changes in time, scenes, character actions, and emotional state 

    d) Properly researching historical and cultural context 

Some time will also be dedicated to analyzing literary symbols and style if time permits. 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれ異なったスタイルを持つ英米短編小説を読みます。多様な世界観や雰囲気、語り口に柔軟に対応できるようにするた

め、内容面で一貫したテーマは特に設けません。授業は訳読形式です。ランダムに当てていきますので、いつ自分の担当になっ

てもかまわないよう予習をしてくることが前提となります。 

小テストを３回行い学んだことの確認をします。最終テストでは初めて読む作品を用い、いくつかの形式の設問に答えてもらいま

す。 

 

Students will read a series of British and American novellas written in a variety of styles. The respective novellas will cover 

differing themes and content to enable students to be adaptable to future readings of varied worldviews, atmospheres, and 

narratives. Classes will consist of oral translations. In-class reading will be conducted at random, so students must be prepared 

to read at any time during any class. 

Three midterm exams will be conducted to review content covered in class. The final exam will consist of an English passage 

not covered in class with different types of questions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―授業紹介 

2. William Shakespeare / Leon Garfield, “A Midsummer Night’s Dream” (1) 

3. William Shakespeare / Leon Garfield, “A Midsummer Night’s Dream” (2) 

4. John Barth, “The Point” (1) 

5. John Barth, “The Point” (2)、小テスト (1) 

6. Conrad Aiken, “Impulse” (1) 

7. Conrad Aiken, “Impulse” (2) 

8. Conrad Aiken, “Impulse” (3) 

9. David Lodge, “Hotel des Boobs” (1) 

10. David Lodge, “Hotel des Boobs” (2)、小テスト (2) 

11. Edith Wharton, “A Journey” (1) 

12. Edith Wharton, “A Journey” (2) 

13. Edith Wharton, “A Journey” (3)、小テスト (3) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の全範囲を各自が予習する必要があります。わからない語句は必ず辞書を引いてください。また文法の参考書を調べて語
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句・文レベルの表現形式にあたる文法用語を調べるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への取り組み(40%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介、またはプリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 １ 

(Introductory Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代英語の諸相を通してその特質を探る 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 盡(ITO TSUKUSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の意味とは何かを考えることで、英語を使って何かを学ぶための基本的な考え方や理解の仕方を学ぶ 

 

This course will teach students fundamental thinking and comprehension skills for learning in English through considering the 

meaning of English words in context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の多義性について考えることで、言葉の意味について学ぶ 

 

Students will learn the meaning of complex English words through considering ambiguous English words in context. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：この授業で掴むべきこと 

2. 言葉の「意味」とは何か？ 

3. 多くの類義語と多文化性 

4. 比喩・前か後か 

5. メタファー 

6. メトニミー 

7. メトニミーと文法 

8. 意味変化の原因 

9. 意味変化の型 

10. 多義とは何か 

11. 多義語としての you 

12. 語彙の変遷 

13. トイレと手洗い 

14. 一語一義主義と多様な表現 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

現代英語の成立に影響した様々な文化的・社会的事象に関する研究書を調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/中間課題 1(20%)/中間課題 2(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺沢盾、2016、『英単語の世界』、中公新書 (ISBN:9784121024077) 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh & T.Cable、2013、『A History of the English Language 6th ed.』』、Routledge 

2. 井上逸平、2015、『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766422139) 

3. C. S. ルーイス、1974、『語の研究：ヨーロッパにおける観念の歴史』、文理 

4. オウエン・バーフィールド、1978、『英語のなかの歴史』、中央公論社 

5. ヤムナ・カチュルー、ラリー・Ｅ・スミス、2013、『世界の言語と社会言語学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766420562) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 ２ 

(Introductory Lectures 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学入門 

担当者名 

（Instructor） 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

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） 
EAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文学と米文学それぞれの重要作家や課題を紹介しながら、英米文学専修における学びの可能性を明らかにし、2 年次以降の

学習への基礎を形作る。 

 

This course will introduce students to important authors and topics from English and American literature. Students will also 

learn about the potential of the Course in English and American Literature and prepare fundamental skills for second year 

studies and beyond. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は藤巻が英文学、後半は古井が米文学の重要な主題について、授業計画に挙げた順序で講義する。できるだけ実

際の作品に触れるように努め、詩の朗読テープや代表作の映画化作品なども活用する。理解度を確かめるために、授業内に数

回小テストを実施する。 

 

Prof. Fujimaki will teach important themes of English literature in the first half of the semester, and Prof. Furui will teach 

important themes of American literature in the second half of the semester. Lectures will take place in the order outlined in the 

class syllabus. Every effort will be made to have students interact with the works featured in class including listening to 

readings of poetry and watching film adaptations. A few quizzes will be given during classes to confirm student understand of 

class content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内（英米共同） 

2. シェイクスピアと近代英語 

3. 詩と小説 

4. 古典主義とロマン主義 

5. 絵画と文学 

6. ジェンダー（性差）とフェミニズム 

7. 越境する世界と「英」文学（以上藤巻担当） 

8. 「アメリカ」をめぐる理想 

9. 個人主義：『白鯨』 

10. 民主主義：『草の葉』 

11. 自由：『ハックルベリー・フィンの冒険』 

12. アメリカン・ドリーム：『グレート・ギャツビー』 

13. 平等：「ささやかだけれど、役にたつこと」（以上古井担当） 

14. 学期末試験（英米共同） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントの中身を復習し、授業中に言及された文献等を参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内小テスト(40%) 

英米共同の学期末試験（６０％）、授業内小テスト（４０％）の配分で、それぞれの担当者が個別に出した評価を合算して評価を行

なう。４回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内小テストの際に代理回答その他の不正が発覚した場合には単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１ 

(Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欲望の英詩１ 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間はさまざまな欲望に取り巻かれて生きている。その中でもとりわけ恋愛に関わる欲望は人生に大きな影響を与える。初恋、

片思い、異性愛、同性愛、失恋など様々な形の欲望の表われを描く英米詩のアンソロジーを教科書として、恋愛にまつわる欲望

の持ち方とその表現方法が英米人とわれわれで違っているかどうか比較しつつ、自分にとって最も印象的な欲望の詩を見つけ出

す。 

 

Human beings live life surrounded by desires. Above all, love is the desire that influences our lives the most. First love, 

unrequited love, heterosexual love, homosexual love, and love lost, are among the many forms love takes. Using an anthology of 

English and American poems about love as the course textbook, students will explore Western thinking and expressions about 

love and compare them to Japanese ideas, as well as their personal ideas, about love. Students will also discover the most 

impactful poem to them among those in the anthology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

BBC ラジオ番組で放送された欲望の詩を集めた詞華集から毎回１，２篇を選んで読み、主に恋愛にまつわる欲望の諸相が詩の

中でどのように描かれているかを探りながら、われわれ自身の欲望のあり方についても考える。日本で紹介されていない詩も多

く、毎回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもら

い、それを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-5

回程度の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

Students will read 1-2 poems selected from an anthology of poems about desire compiled and broadcast on a BBC radio 

program. Special attention will be dedicated to stanzas about love and romance, and students will consider their own ideas 

about love while furthering their understanding of how it is portrayed in English poetry. Many poems featured in class are not 

widely known in Japan, so students are expected to read and interpret the words on the page on their own. Multiple students 

will be assigned to each poem, and each student will prepare handouts and present on their assigned poem. Students not 

presenting will use this information to engage in active debate regarding the work. Students can expect to present 3-5 times 

over the course of the semester. The exact number is subject to change depending on the number of students in the course. 

Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。配布される英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業の後には紹

介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

The Nation's Favourite Poems of Desire (BBC,2003)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２ 

(Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欲望の英詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間はさまざまな欲望に取り巻かれて生きている。その中でもとりわけ恋愛に関わる欲望は人生に大きな影響を与える。初恋、

片思い、異性愛、同性愛、失恋など様々な形の欲望の表われを描く英米詩のアンソロジーを教科書として、恋愛にまつわる欲望

の持ち方とその表現方法が英米人とわれわれで違っているかどうか比較しつつ、自分にとって最も印象的な欲望の詩を見つけ出

す。 

 

Human beings live life surrounded by desires. Above all, love is the desire that influences our lives the most. First love, 

unrequited love, heterosexual love, homosexual love, and love lost, are among the many forms love takes. Using an anthology of 

English and American poems about love as the course textbook, students will explore Western thinking and expressions about 

love and compare them to Japanese ideas, as well as their personal ideas, about love. Students will also discover the most 

impactful poem to them among those in the anthology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続いて、BBC ラジオ番組で放送された欲望の詩を集めた詞華集から毎回１，２篇を選んで読み、主に恋愛にまつわる欲

望の諸相が詩の中でどのように描かれているかを探りながら、われわれ自身の欲望のあり方についても考える。日本で紹介され

ていない詩も多く、毎回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞ

れ発表してもらい、それを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わ

るが、一人 3-5 回程度の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

Following the spring semester course, students will read 1-2 poems selected from an anthology of poems about desire compiled 

and broadcast on a BBC radio program. Special attention will be dedicated to stanzas about love and romance, and students will 

consider their own ideas about love while furthering their understanding of how it is portrayed in English poetry. Many poems 

featured in class are not widely known in Japan, so students are expected to read and interpret the words on the page on their 

own. Multiple students will be assigned to each poem, and each student will prepare handouts and present on their assigned 

poem. Students not presenting will use this information to engage in active debate regarding the work. Students can expect to 

present 3-5 times over the course of the semester. The exact number is subject to change depending on the number of 

students in the course. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。配布される英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業の後には紹

介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

The Nation's Favourite Poems of Desire (BBC,2003)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 974 - 

■AM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ３ 

(Seminars B3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの『マクベス』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. シェイクスピアの四第悲劇のひとつ『マクベス』を精読し、初期近代英語を読む力をつける。 

2. 初期近代イングランド演劇について、基本的な知識を身につける。 

3. 文学作品を深く読み込み、それを批評的に議論する発信力を身につける。 

 

1. Students will conduct an intensive reading of Macbeth, one of Shakespeare’s four iconic tragedies, and build Early Modern 

English reading skills. 

2. Students will gain basic knowledge of Early Modern theater in England. 

3. Students will practice presentation skills by deeply reading the literary work and actively participating in critical debate. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる悲劇の中でもよく知られた作品のひとつである『マクベス』の原文を、演習形式でじっくりと精読する。毎回、

担当者による発表を行うとともに、受講者全員で作品を読み進めながら作品の歴史的・文化的背景を学ぶとともに、「権力が人の

心にどう作用するか」、「未来を継ぐものとしての子供の重要性」といった現代に通ずる作品のテーマについても、ディスカッション

を通じて考える。 

 

Students will conduct an intensive reading of the original text of one of Shakespeare’s most well-known tragedies, Macbeth, in 

the seminar format. Each class, an assigned student will present on the section to be covered during that class. All students in 

the course will read the work together while learning about its historical and cultural background. Students will also consider the 

themes of how power affects a person’s heart and the importance of children as inheritors of the future and their relevance in 

modern society through discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピア時代の英語についての基礎演習 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

4. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

5. 発表とディスカッション：第 1 幕（3） 

6. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

12. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

13. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

14. 作品全体についてのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当箇所の議論のポイントをまとめた資料を準備する（詳しくは授業時間に指示する）。また、受講者全員が、毎回、

該当箇所の英文について予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、発表および授業貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／今西雅章編注. Macbeth. 大修館書店 (ISBN:978-4-469-14255-6) 
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参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ４ 

(Seminars B4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代における『マクベス』の受容とその系譜 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演やアダプテーション、映像化を含めた、『マクベス』に着想を得た現代作品に触れながら、『マクベス』という作品が提示する問

題の現代性を多角的に考察する。 

 

Through viewing stage productions, film adaptations, and other productions of Macbeth and works inspired by it, students will 

conduct a multifaceted analysis of the issues shown in Macbeth and their relevance in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『マクベス』に着想を得たアダプテーション作品や上演を多数鑑賞したうえで、グループ・ディスカッションを中心に、『マクベス』が

持つ現代性について考察していく。こうした議論の積み上げの上に、最終的には、各グループが『マクベス』の一場面を実際に上

演することを含む、自分たちの解釈を反映させたグループ発表を行う。 

 

Students will consider Macbeth’s modern relevance through group discussions of Macbeth-inspired adaptations of the famous 

literary work. Based on what they have learned through their discussions, each group will present on their interpretation of a 

single aspect of Macbeth in addition to performing for the class at the end of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 黒澤明監督『蜘蛛巣城』（1957） 

3. ローマン・ポランスキー監督『マクベス』（1971） 

4. 宮藤官九郎作・いのうえひでのり演出『メタルマクベス』（2007） 

5. ヴェルディ作曲『オペラ版マクベス』（ロイヤル・オペラ・ハウス、2011 年） 

6. ジャスティン・カーゼル監督『マクベス』（2015）-（1） 

7. ジャスティン・カーゼル監督『マクベス』（2015）-（2） 

8. 蜷川幸雄演出『NINAGAWAマクベス』（2015）-（1） 

9. 蜷川幸雄演出『NINAGAWAマクベス』（2015）-（2） 

10. リハーサル（1） 

11. リハーサル（2） 

12. 上演発表会（1） 

13. 上演発表会（2） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではグループ・ディスカッションを重視するため、予習として全員が、取り扱う作品に関する資料や関連する作品の情報を調

べるなど、自分の意見を述べる準備をして、授業に出るようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時における貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／今西雅章編注. Macbeth. 大修館書店 (ISBN:4-469-14255-6) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ５ 

(Seminars B5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イアン・マキューアン Atonement 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説家 Ian McEwan (1948-) の代表作のひとつ Atomenent (2001) の精読・分析を通じて、人間が世界をどのように

受け止めるか、そこにどのような過ちが起こりうるか、その過ちの訂正の可能性はあるのかといった問題がこの作品においてい

かに提示されているかを考察する。また、英文テクスト読解の技術を向上させる。 

 

Students will conduct an intensive reading of Atonement (2001) by British novelist Ian McEwan (1948-). Through their intensive 

reading and analysis of the work, students will consider the issues it raises such as how people come to grips with the world 

around them, the mistakes people make, and the potential for correcting these mistakes later on. This course will also foster 

student English reading comprehension skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分け、各セクションのキーとなる場面を指定して、主にその場面の読解に集中する。 

 

初回の授業で「発表者グループ」「翻訳グループ」「コメントグループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 他の人たちが英文の解釈をつまずきそうな箇所の

語釈 (3) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や固有名詞などについて] (4) 担当箇所の内容分析 をプリントにまと

め、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表

を行なう。 

 

コメントグループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検

討する) を複数個考えておく。授業では、発表者グループの発表にコメントグループの全員がコメントしたのち、作品理解のため

の質問をコメントグループからクラスに発表する。クラスでは数人ずつのグループに分かれて質問に対するディスカッションを行な

い、グループごとに質問への答えを発表してもらう。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらう。 

 

Given the length of the novel, the work will be divided into 12 sections. Key parts of each section will be highlighted and reading 

efforts will be focused on these important selections. 

 

A presenting group, translating group, and commenting group will be assigned during the first class of the course. 

Responsibilities will be cycled amongst the groups. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) interpretations of potentially difficult areas for other students and (3) notes to aid in understanding the work 

[cultural and historical background explanations, definitions of proper nouns, etc.]. The presenting group will also provide (4) a 

handout with a summary of the group’s analysis of the assigned passage to both the commenting group and professor before 

the class session begins in print or through e-mail. The presenting group members will distribute these handouts to the 

remainder of students on the day of class and present on its contents. 

 

The commenting group will read the summaries of the assigned passage provided by the presenting group in advance and 

prepare questions to improve the class’ understanding of the literary work. After the presenting group finishes their 

presentation, each member of the commenting group will provide their comments. After comments conclude, the commenting 

group will present their clarifying questions regarding the work to the entire class. The class will then be divided into discussion 

groups to consider answers to the questions presented by the commenting group. Each group will present their answers to the 

class. 
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The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. Members will produce their own 

translations of the English sentences and compare their work with the other members. After comparing translations, the group 

will combine the translations to create their best translation of the passage. The professor will edit the translation and provide 

comments during class, so the translation group is expected to email their completed translation to the professor at least 3 

days before class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ian McEwan. 2003. Atonement. Anchor Books (ISBN:9780385721790) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この小説は、ジョー・ライト監督、キーラ・ナイトリー主演によって『つぐない』という題名でかなり忠実な映画化がなされている。日

本でも DVD が出ているので、あらかじめ見ておくと参考になるだろう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ６ 

(Seminars B6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェイン・オースティン Emma 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期は現代小説を扱うが、秋学期は十九世紀小説である。Jane Austen (1775-1817) の Emma (1815) は、春学期で扱った 

Ian McEwan の Atomenent (2001) の作中でも言及されていた小説であり、そのテーマ意識と舞台設定において、Atomenentの
大先輩とも言うべき作品である。その精読・分析を通じて、人間が世界をどのように受け止めるか、そこにどのような過ちが起こり

うるか、その過ちの訂正の可能性はあるのかといった問題がこの作品においていかに提示されているかを考察する。また、英文

テクスト読解の技術を向上させる。 

 

This course will cover a 19th century novel in the fall semester in contrast to the modern novel to be covered in the spring 

semester. Jane Austen’s (1775-1817) Emma (1815) is alluded to on multiple times in Ian McEwan’s Atonement (2001), the novel 

covered during the spring semester. Given the similarity of themes and settings, the work should be referred to as Atonement’s 

predecessor. Through their intensive reading and analysis of the work, students will consider the issues it raises such as how 

people come to grips with the world around them, the mistakes people make, and the potential for correcting these mistakes 

later on. This course will also foster student English reading comprehension skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分け、各セクションのキーとなる場面を指定して、主にその場面の読解に集中する。 

 

初回の授業で「発表者グループ」「翻訳グループ」「コメントグループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 他の人たちが英文の解釈をつまずきそうな箇所の

語釈 (3) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や固有名詞などについて] (4) 担当箇所の内容分析 をプリントにまと

め、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表

を行なう。 

 

コメントグループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検

討する) を複数個考えておく。授業では、発表者グループの発表にコメントグループの全員がコメントしたのち、作品理解のため

の質問をコメントグループからクラスに発表する。クラスでは数人ずつのグループに分かれて質問に対するディスカッションを行な

い、グループごとに質問への答えを発表してもらう。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらう。 

 

Given the length of the novel, the work will be divided into 12 sections. Key parts of each section will be highlighted and reading 

efforts will be focused on these important selections. 

 

A presenting group, translating group, and commenting group will be assigned during the first class of the course. 

Responsibilities will be cycled amongst the groups. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) interpretations of potentially difficult areas for other students and (3) notes to aid in understanding the work 

[cultural and historical background explanations, definitions of proper nouns, etc.]. The presenting group will also provide (4) a 

handout with a summary of the group’s analysis of the assigned passage to both the commenting group and professor before 

the class session begins in print or through e-mail. The presenting group members will distribute these handouts to the 

remainder of students on the day of class and present on its contents. 

 

The commenting group will read the summaries of the assigned passage provided by the presenting group in advance and 

prepare questions to improve the class’ understanding of the literary work. After the presenting group finishes their 
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presentation, each member of the commenting group will provide their comments. After comments conclude, the commenting 

group will present their clarifying questions regarding the work to the entire class. The class will then be divided into discussion 

groups to consider answers to the questions presented by the commenting group. Each group will present their answers to the 

class. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. Members will produce their own 

translations of the English sentences and compare their work with the other members. After comparing translations, the group 

will combine the translations to create their best translation of the passage. The professor will edit the translation and provide 

comments during class, so the translation group is expected to email their completed translation to the professor at least 3 

days before class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jane Austen. 2003. Emma. Penguin Classics (ISBN:9780141439587) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ７ 

(Seminars B7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Postmodern American Cinema: The Films of Joel and Ethan Coen (1) - The Old West 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of the "Western" film, (2) to consider the medium of cinema as a form of literary text, and (3) to guide the student 

through the basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The films of Joel and Ethan Coen are, without question, some of the most important works of contemporary American cinema. 

The films created by these writers/directors/editors/not only capture the entire history of the American cultural enterprise 

(from the old Western prairie to the postmodern present), the social, literary, and spiritual transformations going on in America 

are also described in detail. This course will provide the students with: (1) a method for the critique of film/video media, (2) an 

opportunity to research and debate topics in contemporary American society, and (3) the chance to write a coherent analysis of 

a text.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Reading: "Winning the West, Theodore Roosevelt's Frontier Philosophy, 1880-1900" 

Film Viewing: High Noon (Fred Zinnemann, 1952) 

2. Week 2: Buffalo Bill and the Mythic Space of American History 

Reading: "The Wild West and the Ritualisation of American History" 

Film Viewing: Rio Bravo (Howard Hawks, 1959) 

3. Week 3: Modernisation as Militarisation 

Reading: "Roosevelt's Rough Riders: The Regiment as a Social Microcosm" 

Film Viewing: The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969) 

4. Week 4: Mythologies of Resistance  

Reading: "Social Banditry in Fact and Fiction" 

Film Viewing: The Good the Bad and the Ugly (Sergio Leone, 1966) 

5. Week 5: An Aristocracy of Violence 

Reading: "Virility, Vigilante Politics, and Red-Blooded Fiction, 1895-1910" 

Film Viewing: True Grit (Henry Hathaway, 1969) 

6. Week 6: From the Open Range to the Mean Streets" 

Reading: "Myth and Formula Fiction, 1910-1940" 

Film Viewing: PART ONE: True Grit (Coen Brothers, 2010) 

7. Week 7: Formulas on Film 

Reading: "Myth and Genre in the Silent Movie, 1903-1926" 

Film Viewing: PART TWO: True Grit (Coen Brothers, 2010) 

8. Week 8: The Hollywood Studio System and the Depression 

Reading: "The Studio as Genre-Machine" 

Film Viewing: PART ONE: Buster Scruggs (Coen Brothers, 2018) 

9. Week 9: The Western as American History 

Reading: "The Rediscovery of American History" 

Film Viewing: PART TWO: Buster Scruggs (Coen Brothers, 2018) 

10. Week 10: Last Stands and Lost Patrols 

Reading: "The Problem of Engagement and the Problem of Defeat" 

Film Viewing: PART THREE: Buster Scruggs (Coen Brothers, 2018) 

11. Week 11: Studies in Red and White - Cowboys, Indians, and Ideology 

Reading: "Dramatising the Problem of Force" 

Film Viewing: PART ONE: No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007) 

12. Week 12: Killer Elite - The Cult of the Gunfighter 

Reading: "The Revised Outlaw: From Rebel to Psychopath" 
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Film Viewing: PART TWO: No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007) 

13. Week 13: Gunfighter Nation 

Reading: "Myth, Ideology, and Violence on the New Frontier" 

Film Viewing: PART THREE: No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007) 

14. Week 14: In-Class Final Quiz 

Discussion of the concepts of "genre," "myth," and "metaphor" as aspects of the Western. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Discussion, weekly assignments, and participation(30%)/最終テスト(Final Quiz)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 984 - 

■AM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ８ 

(Seminars B8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Postmodern American Cinema: The Films of Joel and Ethan Coen (2) - The New West 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the cultural/literary/narrative 

content of the postmodern American film, (2) to consider the medium of cinema as a form of literary text, and (3) to guide the 

student through the basics of writing a coherent critical analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The films of Joel and Ethan Coen are, without question, some of the most important works of contemporary American cinema. 

The films created by these writers/directors/editors/not only capture the entire history of the American cultural enterprise 

(from the old Western prairie to the postmodern present), the social, literary, and spiritual transformations going on in America 

are also described in detail. The second semester of this course will provide the students with: (1) a method for the critique of 

postmodern media, (2) an opportunity to research and debate topics in contemporary American society, and (3) the chance to 

write a coherent analysis of a text.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Film Viewing: PART ONE:  Blood Simple  (Coen Brothers, 1984) 

2. Week 2: Deceit, Desire, and Dark Comedy 

Reading: "Postmodern Dead Ends in Blood Simple" 

Film Viewing: PART TWO:  Blood Simple  (Coen Brothers, 1984) 

3. Week 3: The Human Comedy Perpetuates Itself 

Reading: "Thinking beyond the Failed Community" 

Film Viewing: PART ONE:  Barton Fink  (Coen Brothers, 1991) 

4. Week 4: Interpretation 

Reading: "Heidegger and the Problem of Interpretation in Barton Fink" 

Film Viewing: PART TWO:  Barton Fink  (Coen Brothers, 1991) 

5. Week 5: Postmodernity and the Construction of History 

Reading: "A Homespun Murder Story" 

Film Viewing: PART ONE:  Fargo  (Coen Brothers, 1996) 

6. Week 6: Postmodern Ethics (1) 

Reading: "And It's Such a Beautiful Day: Shame and Fargo" 

Film Viewing: PART TWO:  Fargo  (Coen Brothers, 1996) 

7. Week 7: Postmodern Ethics (2) 

Reading: "Laziness as a Virtue in The Big Lebowski" (1) 

Film Viewing: PART ONE:  The Big Lebowski   (Coen Brothers, 1998) 

8. Week 8: Postmodern Ethics (3) 

Reading: "Laziness as a Virtue in The Big Lebowski" (2) 

Film Viewing: PART TWO:  The Big Lebowski   (Coen Brothers, 1998) 

9. Week 9: Existentialism 

Reading: "Nihilism and Comedy in Coen Neo-Noir"  

Film Viewing: PART THREE:  The Big Lebowski   (Coen Brothers, 1998) 

10. Week 10: Looking Back 

Reading: "Philosophies of Comedy in, O Brother, Where Art Thou?" (1) 

Film Viewing: PART ONE: O Brother, Where Art Thou? (Coen Brothers, 2000) 

11. Week 11: History as Pastiche 

Reading: "Philosophies of Comedy in, O Brother, Where Art Thou?" (2) 

Film Viewing: PART ONE: O Brother, Where Art Thou? (Coen Brothers, 2000) 

12. Week 12: Alienation 

Reading: "The Coen Brothers and Existentialist Role-Playing" (1) 

Film Viewing: PART ONE: Inside Llewyn Davis (Coen Brothers, 2013) 
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13. Week 13: Despair 

Reading: "The Coen Brothers and Existentialist Role-Playing" (2) 

Film Viewing: PART TWO: Inside Llewyn Davis (Coen Brothers, 2013) 

14. Week 14: In-Class Final Quiz 

Discussion of the concepts of "comedy" and "tragedy" as aspects of the postmodern. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will have reading assignments every week and will engage in research for the final report. 

Each session of the course will require at least 1 hour of reading, writing, and/or other preparation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Quiz)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Discussion, weekly assignments, and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ９ 

(Seminars B9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人と共同体（１） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works building their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学には社会のルールに反発し、個人の自由を追い求める登場人物が多い。有名な例としてはハーマン・メルヴィル『白

鯨』のエイハブ船長、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』のハックなどがおり、彼らの個人主義はしばしば英雄性を

帯びる。それはなにより、アメリカにおいては「個人」という単位を尊ぶ価値観が存在しているからだろう。しかしもちろん、あらゆる

個人は共同体という集団の中で生きている。共同体という束縛があるからこそ、個人の自由が輝くのだ。 

 

本演習では上記の前提を踏まえつつ、個人としての自由を追い求めながらも、最終的には共同体の外へ抜け出ることができない

「非英雄的」な登場人物に焦点を当てる。Edith Wharton 作 Ethan Frome (1911) はまさにそういった主人公を描いている。この作

品の読解を通して、アメリカ文学における個人と共同体の関係を検討してゆきたい。 

 

There are many figures of American Literature known for their casting off of societal rules and promotion of individual freedoms. 

Some of the most famous examples of these figures are Captain Ahab from Herman Melville’s Moby Dick and Huck from Mark 

Twain’s Adventures of Huckleberry Finn. The individuality of these two characters is often portrayed as heroic. More than 

anything else, this is likely due to American values granting great respect to the individual. However, the every individual still 

lives among the other members of society as part of a larger collective. It is because this larger community and its limitations 

exist that individual freedom shines that much brighter. 

 

With the aforementioned points in mind, this seminar will focus on tragic antiheroes who pursue individual freedom but fail to 

break free from the collective. Edith Wharton’s Ethan Frome (1911) features a protagonist that fits this description perfectly. By 

reading this literary work, students will consider the relationship of the individual and the collective in American Literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解：pp. 9-19 

3. 作品読解：Ch. 1, pp. 20-26  

4. 作品読解：Ch. 2, pp. 27-34  

5. 作品読解：Ch. 3, pp. 35-39  

6. 作品読解：Ch. 4, pp. 40-49  

7. 作品読解：Ch. 5, pp. 50-54 & Ch. 6, pp. 55-59  

8. 作品読解：Ch. 7, pp. 60-70  

9. 作品読解：Ch. 8, pp. 71-78  

10. 作品読解：Ch. 9, pp. 79-92  

11. 作品読解：pp. 93-96 

12. レポート作成講座 

13. 批評読解 

14. 批評読解 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edith Wharton. 2001. Ethan Frome & Summer. Modern Library (ISBN:9780375757280) 

 

参考文献（Readings） 

1. イーディス・ウォートン、1995、『イーサン・フローム』、荒地出版社 (ISBN:978-4752100935) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１０ 

(Seminars B10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人と共同体 （２） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works building their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学には社会のルールに反発し、個人の自由を追い求める登場人物が多い。有名な例としてはハーマン・メルヴィル『白

鯨』のエイハブ船長、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』のハックなどがおり、彼らの個人主義はしばしば英雄性を

帯びる。それはなにより、アメリカにおいては「個人」という単位を尊ぶ価値観が存在しているからだろう。しかしもちろん、あらゆる

個人は共同体という集団の中で生きている。共同体という束縛があるからこそ、個人の自由が輝くのだ。 

 

本演習では上記の前提を踏まえつつ、個人としての自由を追い求めながらも、最終的には共同体の外へ抜け出ることができない

「非英雄的」な登場人物に焦点を当てる。Sherwood Anderson 作 Winesburg, Ohio (1919) はまさにそういった登場人物たちを描

いている。この作品の読解を通して、アメリカ文学における個人と共同体の関係を検討してゆきたい。 

 

There are many figures of American Literature known for their casting off of societal rules and promotion of individual freedoms. 

Some of the most famous examples of these figures are Captain Ahab from Herman Melville’s Moby Dick and Huck from Mark 

Twain’s Adventures of Huckleberry Finn. The individuality of these two characters is often portrayed as heroic. More than 

anything else, this is likely due to American values granting great respect to the individual. However, the every individual still 

lives among the other members of society as part of a larger collective. It is because this larger community and its limitations 

exist that individual freedom shines that much brighter. 

 

With the aforementioned points in mind, this seminar will focus on tragic antiheroes who pursue individual freedom but fail to 

break free from the collective. Sherwood Anderson’s Winesburg, Ohio (1919) features protagonists that fit this description 

perfectly. By reading this literary work, students will consider the relationship of the individual and the collective in American 

Literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解: "The Book of the Grotesque" & "Hands" 

3. 作品読解: "Paper Pills" & "Mother" 

4. 作品読解: "The Philosopher" & "Nobody Knows"  

5. 作品読解: "A Man of Ideas" & "Adventure"  

6. 作品読解: "Respectability" & "The Thinker"  

7. 作品読解: "Tandy" & "The Strength of God"  

8. 作品読解: "The Teacher" & "Loneliness"  

9. 作品読解: "An Awakening" & "Queer"  

10. 作品読解: "The Untold Lie" & "Drink" 

11. 作品読解: "Death" & "Sophistication" 

12. 作品読解: "Departure" 

13. 批評読解 

14. レポート構想発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み(30%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sherwood Anderson. 1992. Winesburg, Ohio. Penguin Modern Classics (ISBN:978-0140186550) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１１ 

(Seminars B11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
奴隷制度とアメリカ文学 １ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊のノンフィクション（自伝）を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学

に関するより広範な知識を修得する。 

 

This seminar aims at reading a non-fiction (autobiography) closely and analyzing its narrative and story. In so doing, students 

are required to broaden their knowledge of American literary modes and improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期のセクションでは、Harriet Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl (1861) に取り組む。この作品は、アメリカにおけ

る最初の黒人文学形式「奴隷体験記 slave narrative」と呼ばれるものの一つであり、かつ現存する唯一の女性による体験記であ

る。南北戦争勃発時の 1861 年に、逃亡中の女性奴隷が偽名で出版したこの本は、1990 年代にはアメリカの最重要古典文学の

仲間入りをした。このようなノンフィクションが果たした役割や固有性、テクスト成立の歴史的背景を考えながら、この本の最大の

テーマである「生きること」の重要性や「自由」の意味を概念的に、そして時空を超えた現代の我々自身の問題として考察していき

たい。 

 

In the section of semester 1, students are assigned to read Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl (1861). The 

text is a significant instance of the slave narrative, the oldest literary form of African Americans. Jacobs is the only woman 

author who could publish her narrative. The text was published under pseudonym in 1861, or the year the Civil War was 

triggered. It was acknowledged as an American classic in the late 1980s as literary historians demonstrated the authenticity of 

the authorship. In the course, students will focus on considering the text’s unique quality in relation to the historical context 

and condition of its formation, as well as its significance as the individual record of survival and struggle for freedom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. 時代背景と作家についての講義・ディスカッション 

3. 映像演習 

4. Incidents in the Life of a Slave Girl (1) 

5. Incidents in the Life of a Slave Girl (2) 

6. Incidents in the Life of a Slave Girl (3) 

7. Incidents in the Life of a Slave Girl (4) 

8. Incidents in the Life of a Slave Girl (5) 

9. Incidents in the Life of a Slave Girl (6) 

10. Incidents in the Life of a Slave Girl (7) 

11. Incidents in the Life of a Slave Girl (8) 

12. Incidents in the Life of a Slave Girl (9) 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jacobs, Harriet. 2014. Incidents in the Life of a Slave Girl. Createspace Independent Pub (ISBN:978-1503277946) 
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参考文献（Readings） 

1. ジェイコブズ、ハリエット・アン、2017、『ある奴隷少女に起こった出来事』、新潮社 (ISBN:978-4102201114) 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１２ 

(Seminars B12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
奴隷制度とアメリカ文学 ２ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の長編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

This seminar aims at reading a novel closely and analyzing its narrative and story. In so doing, students are required to broaden 

their knowledge of American literary modes and improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 秋学期のセクションでは、Colson Whitehead, The Underground Railroad (2016) に取り組む。この作品は、春学期に扱った「奴隷

体験記」のプロットを土台として書かれた現代小説である。著者のホワイトヘッドは大学教授でもあるが、史実と SF的な要素を組

み合わせて女性奴隷をめぐる文学的想像力をさらに一歩進展させた本作により、現代アメリカを代表する黒人作家としての地位

を確立した。女性奴隷を主人公とした、このいわゆる「歴史改変小説」がいま書かれた意味を考えながら、テクスト最大のテーマ

である「生きること」の重要性や「自由」の意味を概念的に、そして時空を超えた我々自身の問題として深めていきたい。 

 

In the section of semester 2, students are assigned to read Colson Whitehead’s The Underground Railroad (2016). The text is an 

adaptation of the slave narrative, the oldest literary form of African Americans, we have studied in the first semester. The 

author Whitehead, who is also a literature professor, combines history and science fiction devices to elaborate this word, and 

has further enlarged an imagination in the survival of a slave woman. The success of the novel also made him the leading 

African American novelist. In the course, students will focus on considering the unique status as well as role of this historical 

adaptation novel in the present day, as well as the significance of its message regarding survival and struggle for freedom. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・担当者決定 

2. 映像演習 

3. The Underground Railroad (1) 

4. The Underground Railroad (2) 

5. The Underground Railroad (3) 

6. The Underground Railroad (4) 

7. The Underground Railroad (5) 

8. グループワーク (1) 

9. The Underground Railroad (6) 

10. The Underground Railroad (7) 

11. The Underground Railroad (8) 

12. The Underground Railroad (9) 

13. グループワーク (2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

   授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および討議への参加(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Whitehead, Colson. 2016. The Underground Railroad. Anchor (ISBN:978-0525435709) 
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参考文献（Readings） 

1. コルソン・ホワイトヘッド、2017、『地下鉄道』、早川書房 (ISBN:978-4152097309) 

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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■AM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１３ 

(Seminars B13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大恐慌とアメリカ演劇 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

Through the intensive reading of literature, this course will develop students’ creative thinking skills regarding the other, the 

individual, and society from their individual social perspective as well as foster self-expression skills in both Japanese and 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 演習 B14 とセットで開講される半期完結の授業（週２コマ，４単位）であり、２単位のみの履修はできないので注意すること。 

 アメリカ演劇は，その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し，政治的なメッセージを直に

発信するという目的が際立つジャンルである。そのことは，大恐慌を経験した 1930 年代のアメリカにおいて，とりわけ切実な意味

を持っていた。1929 年の株価大暴落を受け，多くの一般市民が職を失い，労働者は組合を組織して資本主義社会に異を唱え，

いわゆるニューディール政策のもと，新たな福祉国家を目指す実験が行われた時代である。 

 当時のアメリカでは，スタインベックの『怒りの葡萄』など，社会参加の姿勢を打ち出す文学作品が注目を集めたが，演劇の分

野では，クリフォード・オデッツが最先端のプロテスト演劇をリードする存在であった。彼はしかし，自らの息子をウォルト・ホイット

マン・オデッツと名付けるほど，実はすぐれて詩人肌の劇作家であり，その作品は，決して単なる左翼のプロパガンダではなく，み

ずみずしいヒューマニズムに溢れている。そしてもう一人，オデッツに憧れて劇作の道を歩み始めたのが，20 代の若きテネシー・

ウィリアムズである。彼が脚光を浴びるようになるのは戦後であるが，近年，彼の埋もれていた 30 年代作品が次々と上演・出版

されている。 

 本演習では，大恐慌とアメリカ演劇の関係を考察すべく，オデッツの代表作である Awake and Sing!と，ウィリアムズが炭鉱のス
トライキを題材に取り上げた Candles to the Sun を読む。いずれも，貧しさと向きあう家族の物語だが，女性キャラクターが生き生
きと描かれている点，二人の劇作家をフェミニズムの視点から再評価する可能性についても考えたい。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答させる。その後，お互いの回答を確認する英

語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行う。英作文は，翌週，添削のうえ，

受講者に返却される。 

 

 This is a half-semester course intended to be taken as a set with Seminar B14 (2 periods per week, 4 credits). Please be 

aware that students cannot register for a 2 credit course only. 

 American theater, in addition to its commercial entertainment value, became prominent due to its goal of sending direct 

political messages to the audiences that shared the theater with the performance. This held especially significant meaning for 

the 1930’s America that had experienced the Great Depression. Stock prices crashed in 1929, and many ordinary citizens lost 

their jobs. Laborers formed unions and protested the capitalist society. This was the time when America experimented with a 

new welfare society through the New Deal policy. 

 At the time, literary works such as Steinbeck’s Grapes of Wrath that attempted to define participation in society drew a lot of 

attention, but in the world of theater, Clifford Odets was at the cutting edge of protest theater productions. The poetic 

playwright went as far as to name his own son Walt Whitman Odets, and his works were filled with vibrant humanism. They were 

not simply left-wing propaganda for the masses. Another playwright, Tennessee Williams, was inspired to become a playwright in 

his 20’s due to his admiration of Odets. Although Clifford Odets truly came into the limelight after WWII, recently, his works from 

the 1930’s have been getting stage productions and publications. 

 In this seminar, students will consider the connection between post Great Depression and American theater. Students will also 

read Odets’ prominent work Awake and Sing! as well as Candles to the Sun by Tennessee Williams, a work concerning the coal 

miners’ strikes taking place at the time. Both works are stories about poor families, but more importantly, due to their vividly 

written female characters, students will also consider the reevaluation of both playwrights from a feminist perspective. 

 During class each week, assigned teams will create handouts for the class containing summaries and detailed interpretations 

of English phrases. They will also write English questions on the blackboard concerning the work, and course participants will 

answer these questions through written English statements. After answers are written, students will compare answers with their 

fellow classmates through English group discussions before participation in a class debate conducted in Japanese. English 
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compositions will be returned to students the following week with corrections. 

 

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. Awake and Sing! を読む(１) 

3. Awake and Sing! を読む(２) 

4. Awake and Sing! を読む(３) 

5. Awake and Sing! を読む(４) 

6. Awake and Sing! を読む(５) 

7. Candles to the Sun を読む（１） 

8. Candles to the Sun を読む（１） 

9. Candles to the Sun を読む（１） 

10. Candles to the Sun を読む（１） 

11. Candles to the Sun を読む（１） 

12. Candles to the Sun を読む（１） 

13. 総括 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tennessee Williams. 2004. Candles to the Sun. New Directions (ISBN:0811215741) 

Awake and Sing! については授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回全員が参加する形式の授業であり，特別に理由のない限り，全回の出席を期待する。やむをえず欠席する場合には，必ず

事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１４ 

(Seminars B14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大恐慌とアメリカ演劇 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

Through the intensive reading of literature, this course will develop students’ creative thinking skills regarding the other, the 

individual, and society from their individual social perspective as well as foster self-expression skills in both Japanese and 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 演習 B13 とセットで開講される半期完結の授業（週２コマ，４単位）であり、２単位のみの履修はできないので注意すること。 

 アメリカ演劇は，その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し，政治的なメッセージを直に

発信するという目的が際立つジャンルである。そのことは，大恐慌を経験した 1930 年代のアメリカにおいて，とりわけ切実な意味

を持っていた。1929 年の株価大暴落を受け，多くの一般市民が職を失い，労働者は組合を組織して資本主義社会に異を唱え，

いわゆるニューディール政策のもと，新たな福祉国家を目指す実験が行われた時代である。 

 当時のアメリカでは，スタインベックの『怒りの葡萄』など，社会参加の姿勢を打ち出す文学作品が注目を集めたが，演劇の分

野では，クリフォード・オデッツが最先端のプロテスト演劇をリードする存在であった。彼はしかし，自らの息子をウォルト・ホイット

マン・オデッツと名付けるほど，実はすぐれて詩人肌の劇作家であり，その作品は，決して単なる左翼のプロパガンダではなく，み

ずみずしいヒューマニズムに溢れている。そしてもう一人，オデッツに憧れて劇作の道を歩み始めたのが，20 代の若きテネシー・

ウィリアムズである。彼が脚光を浴びるようになるのは戦後であるが，近年，彼の埋もれていた 30 年代作品が次々と上演・出版

されている。 

 本演習では，大恐慌とアメリカ演劇の関係を考察すべく，オデッツの代表作である Awake and Sing!と，ウィリアムズが炭鉱のス
トライキを題材に取り上げた Candles to the Sun を読む。いずれも，貧しさと向きあう家族の物語だが，女性キャラクターが生き生
きと描かれている点，二人の劇作家をフェミニズムの視点から再評価する可能性についても考えたい。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答させる。その後，お互いの回答を確認する英

語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行う。英作文は，翌週，添削のうえ，

受講者に返却される。 

 

 This is a half-semester course intended to be taken as a set with Seminar B13 (2 periods per week, 4 credits). Please be 

aware that students cannot register for a 2 credit course only. 

 American theater, in addition to its commercial entertainment value, became prominent due to its goal of sending direct 

political messages to the audiences that shared the theater with the performance. This held especially significant meaning for 

the 1930’s America that had experienced the Great Depression. Stock prices crashed in 1929, and many ordinary citizens lost 

their jobs. Laborers formed unions and protested the capitalist society. This was the time when America experimented with a 

new welfare society through the New Deal policy. 

 At the time, literary works such as Steinbeck’s Grapes of Wrath that attempted to define participation in society drew a lot of 

attention, but in the world of theater, Clifford Odets was at the cutting edge of protest theater productions. The poetic 

playwright went as far as to name his own son Walt Whitman Odets, and his works were filled with vibrant humanism. They were 

not simply left-wing propaganda for the masses. Another playwright, Tennessee Williams, was inspired to become a playwright in 

his 20’s due to his admiration of Odets. Although Clifford Odets truly came into the limelight after WWII, recently, his works from 

the 1930’s have been getting stage productions and publications. 

 In this seminar, students will consider the connection between post Great Depression and American theater. Students will also 

read Odets’ prominent work Awake and Sing! as well as Candles to the Sun by Tennessee Williams, a work concerning the coal 

miners’ strikes taking place at the time. Both works are stories about poor families, but more importantly, due to their vividly 

written female characters, students will also consider the reevaluation of both playwrights from a feminist perspective. 

 During class each week, assigned teams will create handouts for the class containing summaries and detailed interpretations 

of English phrases. They will also write English questions on the blackboard concerning the work, and course participants will 

answer these questions through written English statements. After answers are written, students will compare answers with their 

fellow classmates through English group discussions before participation in a class debate conducted in Japanese. English 
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compositions will be returned to students the following week with corrections. 

 

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. Awake and Sing! を読む(１) 

3. Awake and Sing! を読む(２) 

4. Awake and Sing! を読む(３) 

5. Awake and Sing! を読む(４) 

6. Awake and Sing! を読む(５) 

7. Candles to the Sun を読む（１） 

8. Candles to the Sun を読む（１） 

9. Candles to the Sun を読む（１） 

10. Candles to the Sun を読む（１） 

11. Candles to the Sun を読む（１） 

12. Candles to the Sun を読む（１） 

13. 総括 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Tennessee Williams. 2004. Candles to the Sun. New Directions (ISBN:0811215741) 

Awake and Sing! については授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回全員が参加する形式の授業であり，特別に理由のない限り，全回の出席を期待する。やむをえず欠席する場合には，必ず

事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１５ 

(Seminars B15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォルト・ホイットマンの世界 1 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀のアメリカは詩の時代でした。シガニーらの女性詩人やロングフェローらの炉辺詩人が広く活躍し、みずから公刊するこ

となく鋭い詩を丁寧に書きためていたディキンソンもいました。けれども 19 世紀のアメリカ詩をもっとも代表するのがウォルト・ホイ

ットマンです。アメリカやアメリカ人をみずから代弁し、みずから体現さえしようしたからです。ホイットマンを読むことなく、アメリカ

詩やアメリカ文学を語ることはできません。 

 そこで本科目では、ウォルト・ホイットマンの詩法と詩想を理解し、ホイットマンの世界を愉しむことによって、カリキュラム・マップ

に示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現することを目指します。 

 

The 19th century was America’s age of poetry. Female poets such as Lydia Sigourney and fireside poets such as Henry 

Wadsworth Longfellow flourished during this time. Emily Dickinson was also active during this time though many of her sharp-

witted poems went unpublished. Among these figures of American poetry, the most significant of the 19th century poets was 

Walt Whitman. He took it upon himself to speak for America and her people and did his best to personify them. Without reading 

Whitman’s work, one will not have a sufficient understanding of American poetry or literature.  

In this course, students will experience the world of Walt Whitman through understanding his poetic devices and poetic 

imagination. Students will also work towards the goals of gaining a general understanding of British and American literary 

methodology and being able to produce high quality, critical presentations and reports as outlined in the curriculum map. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期にはホイットマン入門として、まずは比較的短い詩を読んでいきます。これらはけっしてホイットマンを代表する詩作とは

いえませんが、ホイットマンの懐の広さやその自由な技法を目の当たりにすることができる秀作ばかりです。さらに、比較的長い

詩として「揺れやまぬ揺りかごから」を読む予定。ホイットマンの技法のひとつの集大成といえるからです。なお、ホイットマンを取

り巻いていたアメリカの文化や社会についてもしばしば光を当ててゆきます。文化や社会が理解できなければ、文学を理解したこ

とにはなりません。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当でない参加者もみ

ずからすすんで翫味しなければなりません 

 

The spring semester will introduce students to Whitman, beginning with reading relatively short poems. While these poems may 

not be the definitive works of Whitman, they are excellent examples of his open-mindedness and freedom of literary techniques 

for students to read through. Furthermore, students will read “Out of the Cradle Endlessly Rocking,” a relatively long poem, as 

well. This poem was chosen because it is a veritable compilation of Whitman’s techniques. In addition, students will learn about 

the American culture and society that surrounded Whitman and his works. If one cannot understand the cultural and societal 

context, they cannot understand its literature.  

In this seminar, students will produce handouts based on assigned passages and present to the class. Those not presenting 

must be active and willing participants in appreciating the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, “O Captain! My Captain!” 

2. ホイットマン略伝 

3. “There Was a Child Went Forth” 

4. “I Saw in Louisiana a Live-Oak Growing” and “A Noiseless Patient Spider” 

5. “For You O Democracy,” “I Hear America Singing” and “The Runner” 

6. “Beat! Beat! Drums!” and “Cavalry Crossing a Ford” 

7. “Come Up from the Fields Fathers” 

8. “When I Heard the Learn’d Astronomer,” “O Me! O Life!” and “The Dalliance of the Eagles” 

9. “The Base of All Metaphysics” and “Had I the Choice” 

10. “Out of the Cradle Endlessly Rocking” ll. 1-40 

11. “Out of the Cradle Endlessly Rocking” ll. 41-92 

12. “Out of the Cradle Endlessly Rocking” ll. 93-143 

13. “Out of the Cradle Endlessly Rocking” ll. 144-183 
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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 Blackboard 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. Michael Moon, ed.. 2002. Leaves of Grass and Other Writings. Norton (ISBN:0393974960) 

2. David S. Reynolds, ed.. 0195120825. A Historical Guide to Walt Whitman. Oxford UP (ISBN:0195120825) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１６ 

(Seminars B16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウォルト・ホイットマンの世界 2 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀のアメリカは詩の時代でした。シガニーらの女性詩人やロングフェローらの炉辺詩人が広く活躍し、みずから公刊するこ

となく鋭い詩を丁寧に書きためていたディキンソンもいました。けれども 19 世紀のアメリカ詩をもっとも代表するのがウォルト・ホイ

ットマンです。アメリカやアメリカ人をみずから代弁し、みずから体現さえしようしたからです。ホイットマンを読むことなく、アメリカ

詩やアメリカ文学を語ることはできません。 

 そこで本科目では、ウォルト・ホイットマンの詩法と詩想を理解し、ホイットマンの世界を愉しむことによって、カリキュラム・マップ

に示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現することを目指します。 

 

The 19th century was America’s age of poetry. Female poets such as Lydia Sigourney and fireside poets such as Henry 

Wadsworth Longfellow flourished during this time. Emily Dickinson was also active during this time though many of her sharp-

witted poems went unpublished. Among these figures of American poetry, the most significant of the 19th century poets was 

Walt Whitman. He took it upon himself to speak for America and her people and did his best to personify them. Without reading 

Whitman’s work, one will not have a sufficient understanding of American poetry or literature.  

In this course, students will experience the world of Walt Whitman through understanding his poetic devices and poetic 

imagination. Students will also work towards the goals of gaining a general understanding of British and American literary 

methodology and being able to produce high quality, critical presentations and reports as outlined in the curriculum map. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 秋学期にはホイットマンの代表作というべき「ぼく自身のうた」を読んでいきます。ただし、この作品は長篇詩であるので、重要な

セクションを選び出して精読することによって、全貌の理解を図ることとします。分析に当たっては、Ed Folsomによるコメンタリー

も参考にする予定。セクションによっては、1855 年版と 1892 年版の対比も重要になります。もちろんホイットマンを取り巻いてい

たアメリカの文化や社会についても光を当ててゆきます。 

 なお本演習は、あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当でない参加者

もみずからすすんで翫味しなければなりません。 

 

The fall semester will cover Walt Whitman’s iconic work “Song of Myself.” However, due to it being a long-form poem, students 

will conduct intensive readings of selected vital sections of the work to build their understanding of the whole piece. Ed 

Folsom’s commentary of the work will be used as a reference for literary analysis. Contrasting sections from the 1855 version 

and the 1892 version will also be important. Students will learn about the American culture and society that surrounded 

Whitman and his works. 

In this seminar, assigned students will produce handouts and give presentations on the passages and they proceed through the 

work. Those not presenting must be active and willing participants in appreciating the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction, “One's-Self I Sing” 

2. ホイットマン研究史略 

3. Section 1 

4. Section 2 

5. Section 5 

6. Section 10 

7. Section 11 

8. Section 13 

9. Section 21 

10. Section 26 

11. from Section 33 (ll. 817-846) 

12. Section 48 

13. Section 52 

14. Recapitulation 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard 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） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Michael Moon, ed.. 2002. Leaves of Grass and Other Writings. Norton (ISBN:0393974960) 

2. James E. Miller, ed.. 1964. Whitman's "Song of Myself"-Origin, Growth, Meaning. Dodd, Mead 

3. Edwin Haviland Miller. 1989. Walt Whitman's 'Song of Myself': A Mosaic of Interpretations. University of Iowa Press 

(ISBN:0877453454) 

4. Ed Folsam and Christopher Merrill, eds.. 2016. Song of Myself: With a Complete Comentary. University of Iowa Press 

(ISBN:1609384652) 

5. David S. Reynolds, ed.. 2000. A Historical Guide to Walt Whitman. Oxford UP (ISBN:0195120825) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1002 - 

■AM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１７ 

(Seminars B17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 盡(ITO TSUKUSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史を概観しながら、英語という言語の歴史的変遷について見ることで、現代英語の特質についての理解を深める。 

 

Using the history of the English language as a guide, students will learn about the historical changes the English language has 

experienced and apply that knowledge to understanding the unique characteristics of modern English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を扱った概説書（英文）を講読しながら英語史の概要を把握した上で、Oxford English Dictionary (Online 版）を使い、

英語語彙やその中における語彙借用についてのリサーチを行うことで、英語という言語の成り立ちやその特性について詳しく学

ぶ。また、各時代に書かれたものを少しずつ実際に読んでみることで、英語の変遷を体感する。教科書は指定せず、必要に応じ

て配布するプリントを使って授業を行います。 

 

Students will learn about the development of the English language as well as its special characteristics in depth by reading 

through an historical overview of the English language (in English) and conducting research into English vocabulary and loan 

words using the Oxford English Dictionary (online version). Students will also read literature from each significant period in the 

language’s history allowing them to experience the changes English went through over time. There is no assigned textbook. 

Students will be provided with printouts to use in class as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語の歴史の始まり 

3. 古英語とは 

4. 英語とケルト語 

5. 英語に対する北ゲルマン語（古北欧語）の影響 1 

6. 英語に対する北ゲルマン語（古北欧語）の影響 2 

7. 英語に対するラテン語の影響 1 

8. 英語に対するラテン語の影響 2 

9. 中英語とは 

10. 英語に対するフランス語の影響 1 

11. 英語に対するフランス語の影響 2 

12. 近代英語とは 

13. 英語に対するオランダ語の影響 

14. 英語に対するその他の言語の影響 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に講読する英文には事前に目を通しておくようにしてください。また、授業内でリサーチに基づく発表もしてもらうことになりま

すが、これについても十分に準備をして臨むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表(30%)/リアクション･ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. C. Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22939-0) 

2. S. Gramley. 2012. The History of English: An Introduction. Routledge (ISBN:9-780415-566407) 

3. P. Durkin. 2014. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-957499-5) 
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4. D. G. Miller. 2012. External Influences on English: From Its Beginnings to the Renaissance. Oxford University Press 

(ISBN:978-0-19-965426-0) 

その他、日本語文献などを授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１８ 

(Seminars B18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の歴史を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 盡(ITO TSUKUSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM117 

2019 年 7 月 23 日付テーマ/サブタイトル等変更（変更理由：誤記訂正）【変更前の記載

内容】英語の歴史を学ぶ歴史 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史を学ぶ人々が、どのように英語を見てきたかを学ぶことで、英語という言語への理解を深める 

 

This course will deepen students’ understanding of the English language by learning about the perspectives of English language 

historians over the course of history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を研究する人々の概説書（英文）を講読しながら、英語の歴史と「英語の歴史を学ぶ」歴史とを対応させることで、英

語を学ぶことや、英語の歴史を学ぶことの意味を見直し、実践に応用する。教科書は指定せず、基本的にプリントを配布して講読

を進めます。 

 

Students will reconsider the meaning of learning English and its history before putting that knowledge to practical use by 

reading the works of English language historians (in English) and understanding the history of academic linguistic research. 

There is no assigned textbook. Students will be provided with printouts to use in class as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：英語史研究と古英語・古北欧語研究史を学ぶ意義 

2. ノルマン征服の影響：古英語はどう変わったか 

3. ノルマン征服の影響：中英語期の影響 

4. アングロ・サクソン･イングランドの発見 

5. 英国人好古家と古英語研究 

6. ウィリアム･ジョーンズと比較言語学・文献学の誕生まで 

7. 古英語時代の研究の始まり：ヒックスについて 

8. グリム兄弟とその影響 

9. 古北欧語研究の始まり： アールニ・マグヌースソンの写本収集 

10. ジョン・ミチェル・ケンブルが書き換えたこと 

11. 中世研究と大英帝国 

12. 中世研究者としての C. S. ルイス 

13. 北欧神話 

14. 『ベーオウルフ』研究を変えた J. R. R. トールキン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に講読する英文には事前に目を通しておくようにしてください。また、授業内でリサーチにもとづく発表もして貰うことになるの

で、その準備も怠りなく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表(30%)/リアクション･ペーパー(30%) 

2019 年 7 月 23 日付変更（変更理由：記入漏れ）【変更前の記載内容】未入力 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. John D. Niles. 2015. The Idea of Anglo-Saxon England 1066-1901: Remembering, Forgetting, Deciphering, and Renewing the 
Past. Wiley Blackwell (ISBN:9781118943328) 

2. J. R. R. Tolkien. 2011. Beowulf and the Critics. ACMRS (ISBN:9780866984508) 

3. Richard North and Joe Allard, ed.. 2012. Beowulf and Other Stories. Longman (ISBN:9781408286036) 
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4. Haruko Momma. 2013. From Philology to English Studies. Cambridge (ISBN:9780521518864) 

5. Helen Damico, ed.. 1998. Medieval Scholarship: Volume 2, Literature and Philology. Garland (ISBN:9780815328907) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１９ 

(Seminars B19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

This course will help students understand key terminology for English grammar through reading English language grammar books 

and use that knowledge to produce academic presentations and compositions regarding English grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、5 文型に焦点を当てます。 

 最初の数回の授業は、小池による講義＋ディスカッションで進めます。以降からはグループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

An English grammar book written in English will be used as the main text. Students will build their understanding of English 

grammar by learning the English terms of grammar points learned during middle school and high school English courses, reading 

the English explanations of grammar rules, and methods of study. This seminar will specifically focus on 5 sentence patterns. 

 The first few classes will include a lecture from Professor Koike moving on to a discussion. Following these first few classes, 

student groups will give presentations before discussions. 

 Classes will be conducted in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め） 

2. 講義：標準英語、英語の文体について 

3. 講義：英文法の基礎２（記述文法と規範文法） 

4. 講義：英文法の基礎３（主部と述部、機能と範疇；語と語彙素） 

5. 英語の文構造について 

6. 補部と付加部 

7. 主語とは何か（１） 

8. 主語とは何か（２） 

9. 目的語とは何か（１） 

10. 叙述補部について：主格補部 

11. ＳＶＣの文について：be の働き 

12. 5 文型 

13. 付加部（adjunct）について 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(20%)/レポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 

教科書はコピーを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わせをします。発表前に

あらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２０ 

(Seminars B20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

This course will help students understand key terminology for English grammar through reading English language grammar books 

and use that knowledge to produce academic presentations and compositions regarding English grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、名詞と名詞句（可算・不可算名詞、冠詞の用法、代名詞など）に焦点を当てます。 

 授業は原則、グループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

An English grammar book written in English will be used as the main text. Students will build their understanding of English 

grammar by learning the English terms of grammar points learned during middle school and high school English courses, reading 

the English explanations of grammar rules, and methods of study. This seminar will focus specifically on nouns and noun phrases 

(countable/uncountable nouns, article rules, pronouns, etc.). 

 Classes will generally proceed with group presentations and 

 Classes will be conducted in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め）；文構造（導入） 

2. 講義：主部 

3. 発表：目的語 

4. 発表：述部内の要素 

5. 発表：5 文型 

6. 発表：副詞的表現 

7. 発表：名詞句の特徴 

8. 発表：単数・複数と可算・不可算１ 

9. 発表：単数・複数と可算・不可算２ 

10. 発表：決定詞（特定と不特定とは何か？冠詞など） 

11. 発表：名詞の修飾１ 

12. 発表：名詞の修飾２ 

13. 発表：代名詞１ 

14. 発表：代名詞２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/レポート課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 

教科書はコピーを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２１ 

(Seminars B21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユートピアとは何か：The Dispossessed を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

無政府主義・共産主義社会の達成、そして堕落を描いた The Dispossessed の読解を通じ、社会批判としての文学の可能性を探

ることで、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨く。また、小説の表現形式 （Form）が

如何に物語の内容（content） と対応しているかに着目し、高度な読解・分析技術の取得を目指すことで、本格的な英文学研究を

実践していく。 

 

This course will introduce students to literature as social criticism through reading _The Dispossessed_, a novel which depicts 

the formation of an anarchist/communist society and its corruption. It fosters and enhances the skills of close reading and 

critical thinking as outlined in the curriculum map. It equips students with advanced reading skills which are necessary for 

literary criticism. Special attention will be given to the relationship between form and content. 

 

授業の内容（Course Contents） 

“It is our suffering that brings us together. It is not love. Love does not obey the mind, and turns to hate when forced” (from 

The Dispossessed). 

著名な SF作家、Ursula K. Le Guin の代表作である The Dispossessed: An Ambiguous Utopia（1974）を読む。ユートピア文学とし

て重要な作品であり、単に理想社会の青写真を提示するのではなく、二つの異なる社会（資本主義社会と共産主義社会）を行き

来する科学者 Shevek の旅を通じて、理想社会とは何かを問う哲学的な側面の強い作品である（タイトルの副題が「曖昧なユート

ピア」であることに着目）。本演習では、テクストを通じて提示されている世界観を読み取り、吟味したうえで、様々なテーマ（特に

労働、芸術、死生観、ジェンダー・セクシュアリティ、権力欲など）について議論していく。授業では他の生徒たちとの議論を通して

自身の考えを育み、さらに自身の主張を説得力のある形で発表する練習をする。そうすることで、主体的な学びの方法を発見、

あるいは発展させていく。 

 

“It is our suffering that brings us together. It is not love. Love does not obey the mind, and turns to hate when forced” (from 

The Dispossessed).  

 

_The Dispossessed: An Ambiguous Utopia_ (1974) is a prize-winning novel by Ursula K. Le Guin, one of the most important SF 

authors. The novel is considered a landmark of utopian/dystopian literature. Separating itself from other utopian novels, _The 

Dispossessed_ does not simply provide a blueprint for the perfect society. In fact, it questions the concept of utopia itself by 

introducing a thought experiment which is centred on Shevek’s journey between two opposing societies – one is capitalist and 

the other communist. Regarding this, it is important to stress the subtitle of the novel, “an ambiguous utopia”. In this seminar, 

students will closely examine worldviews portrayed in the novel and discuss its various themes (such as labour, art, life and 

death, gender and sexuality, power etc.). By communicating ideas with peers, students will be encouraged to deepen their 

understanding of the text and develop their own viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 第 1 章 

3. 第 2 章 

4. 第 3 章 

5. 第 4 章 

6. 第 5 章 

7. 第 6 章 

8. 第 7 章 

9. 第 8 章 

10. 第 9 章 

11. 第 10 章 

12. 第 11 章 

13. 第 12 章 

14. 第 13 章、まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分（授業内で適宜指示する）を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と

思ったポイントを記録しておくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備

が必要とされる。発表グループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい箇所の提示・解釈、鍵となっているテーマについての

議論などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは

The Dispossessed を、授業で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ursula K. Le Guin. 1999. The Dispossessed (S.F. Masterworks). Gollancz (ISBN:978-1857988826) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２２ 

(Seminars B22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユートピアと実存主義：Huxley の Island 研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Aldous Huxley のユートピア小説の読解を通じて、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」

を磨いていく。具体的には、現在とは異なる社会を想像することとは如何なることか、またその限界・問題点について議論すること

で、社会批判としての文学の可能性を探る。歴史的背景や哲学的問題などの深い議論を通じた、多角的なテクスト解釈を試みな

がら、本格的な英文学研究を実践していく。 

 

Through reading Aldous Huxley’s utopian novel, this course will help students improve the skills of close reading and critical 

thinking as outlined in the curriculum map. Specifically, it explores the potential of literature as a tool of social criticism by 

discussing what it means to imagine a society which is different from our own and revealing its limitations and problems. 

Through interpreting the novel from various perspectives and examining philosophical and historical issues, students will learn 

advanced reading skills which are necessary for literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Aldous Huxley はディストピア小説として有名な Brave New World を 1931 年に出版した。その後、Huxley が 1962 年に発表した

Island は、ユートピア小説として書かれている。セックスやドラッグ、またマインド・コントロールなどが前者の小説では大衆を支配

する手段とされている一方で、後者においては個人らが神秘的な啓示を得るための手段とされている。ユートピア小説 Islandで
特筆すべき点としては、何事にも「イエス」と言うことのできない非常にシニカルな主人公がユートピア社会への訪問者として設定

されていることが挙げられる。小説では“The Essential Horror”と呼ばれる死の問題が主人公の苦悩を通して取り扱われており、

ユートピア思想の実存主義的側面がメインテーマとなっていると言えよう。この授業では、テクストの精読・分析をベースに、ユート

ピアにおける日常生活の表象、そして小説における実存主義とマインドフルネスの関係性を考察し、議論する。また、卒論執筆の

基礎を育むために、関連論文や記事なども適宜紹介していく。 

 

Aldous Huxley published his famous dystopian novel, _Brave New World _, in 1931. He later published a novel titled _Island_ in 

1962, which is a utopian novel. In the former work, sex, drugs, and mind control are employed as methods to control the masses. 

In the latter work, however, these are considered as tools to achieve spiritual enlightenment. What is particularly interesting in 

_Island_ is its portrayal of the protagonist, an extremely cynical visitor to the utopian society, who is incapable of saying “yes” to 

anyone or anything. The work explores the issue of death, or as referred to in the story, “The Essential Horror”, through the 

protagonist’s struggles, and the main theme of the work is its exploration of utopian ideals through an existentialist lens. In this 

course, students will consider and discuss the representation of everyday life in the utopian society as well as the relationship 

between existentialism and mindfulness. This course will also help students with improving the skills of academic writing while 

introducing relevant essays and articles as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. チャプター１と２ 

3. チャプター３と４ 

4. チャプター５ 

5. チャプター６ 

6. チャプター７ 

7. チャプター８ 

8. チャプター９ 

9. チャプター１０ 

10. チャプター１１ 

11. チャプター１２ 

12. チャプター１３ 

13. チャプター１４ 

14. チャプター１５、最終レポート提出 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは The Island を、授業で学ん

だことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Aldous Huxley. 2009. Island. HarperCollins (ISBN:978-0-06-156179-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２３ 

(Seminars B23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Paul Bowles を読む 1 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。英語力

の向上を目指すと同時に、アメリカ文学・文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. In addition to improving students’ English ability, this course will 

also provide them with knowledge of American literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Paul Bowles の小説 The Sheltering Sky (1949)を通読する。 

 作家ボウルズは、年代的にはロスト・ジェネレーションとビート・ジェネレーションのあいだに位置しているが、アメリカ文学史のな

かで必ずしも重要視されることがない。その一因として、彼がアメリカを去り、モロッコのタンジールで生涯を過ごした事実が挙げら

れるだろう。 

 本演習で扱う作品は、彼の最初の長編である。ニューヨークに住む倦怠期の夫婦が北アフリカからサハラ砂漠の奥地に至ると

いうこの作品のプロットは、一見するとロード・ノベルのように思われるかもしれないが、彼ら夫婦は故郷に帰還することがないと

いう点で、通常の旅物語とは異なっている。 

 北アフリカを舞台とするこの作品に、単なるエキゾティシズムの表れ以上のものがあるとしたら、それはどのようなものだろうか。

西欧近代的主体と他者の主題を意識しつつ、人種やセクシュアリティの問題とも絡めながら作品を精読していく。  

Bernardo Bertolucciによる同名の映画 (1990)も含め、適宜映像作品も鑑賞する予定。 

 

Students will read Paul Bowles’ novel The Sheltering Sky (1949). 

Generationally speaking, Bowles falls between the Lost Generation and the Beatniks, and he is often seen as a minor figure in 

the greater scheme of American literature. This is at least partially due to his departure from America and subsequent life in the 

city of Tangier, Morocco. His first novel tells the story of a New York couple in a rut, who travel to the back regions of the 

Sahara Desert in North Africa. While this plot may at first seem to suggest a road novel, it differs from the regular travel tale in 

that the couple never return home. 

This work uses North Africa for more than just its exoticism, and part of students’ learning will involve discovering the other 

functions of the setting. In addition to focusing on the theme of the modern Westerner’s subjectivity vis-à-vie the Other, 

students will conduct intensive readings of the work, keeping the themes of ethnicity and sexuality in mind. 

This course will also make use of the 1990 film, The Sheltering Sky, by Bernardo Bertolucci as well as other visual media where 

appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. The Sheltering Sky (1) 

3. The Sheltering Sky (2) 

4. The Sheltering Sky (3) 

5. The Sheltering Sky (4) 

6. The Sheltering Sky (5) 

7. The Sheltering Sky (6) 

8. The Sheltering Sky (7) 

9. The Sheltering Sky (8) 

10. The Sheltering Sky (9) 

11. The Sheltering Sky (10) 

12. The Sheltering Sky (11) 

13. The Sheltering Sky (12) 

14. まとめ、レポート提出 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、語注

をつけたのち、考察を書いてもらう予定。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリントを用意するこ

と。それを踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Paul Bowles. 2000. The Sheltering Sky. Penguin Classics (ISBN:0141187778) 

 

参考文献（Readings） 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式となるので、毎回出席が前提となる。発表者の責任は言うまでもなく重大であるが、その他の学生も授業内での積極的

なディスカッションへの参加が必須となる。 

翻訳は新潮文庫のものがあるが、現在絶版中なので、必要に応じて Blackboard 上にアップする。ただし、翻訳に問題があるた

め、原文と照らし合わせながら日本語訳についても考えてみたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２４ 

(Seminars B24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Paul Bowles を読む 2 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。英語力

の向上を図ると同時に、アメリカ文学・文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

This course will foster students’ ability to create summaries, show them how to craft logical opinions, and teach them 

techniques for performing close readings of American literature. In addition to improving students’ English ability, this course will 

also provide them with knowledge of American literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は、Paul Bowles の短編小説をいくつかとりあげて精読する。 

 作家ボウルズは、年代的にはロスト・ジェネレーションとビート・ジェネレーションのあいだに位置しているが、アメリカ文学史のな

かで必ずしも重要視されることがない。その一因として、彼がアメリカを去り、モロッコのタンジールで生涯を過ごした事実が挙げら

れるだろう。 

 The Sheltering Sky 同様、ほとんどの作品が、北アフリカを思わせる土地を舞台とする。彼の短編作品群は、その猟奇性や倒錯
性とともに、エドガー・アラン・ポーに顕著なゴシックの系譜の中で語られることが多い。短編の乾いた文体にも着目しながら、彼

の作品がアメリカ文学の系譜に位置付けられるのかどうかも考えてみたい。 

映像化されている作品を含め、適宜映像作品も鑑賞する予定。 

 

The Fall semester will have students conduct an intensive reading of a number of Paul Bowles’ novellas. 

Generationally speaking, Bowles falls between the Lost Generation and the Beatniks, and he is often seen as a minor figure in 

the greater scheme of American literature. This is at least partially due to his departure from America and subsequent life in the 

city of Tangier, Morocco. The novellas assigned in this class feature settings similar to The Sheltering Sky and conjure images 

of North Africa. These works also bear a striking resemblance to the works of Edgar Allen Poe in their use of gothic elements 

and themes including the bizarre and the perverse. Students will also consider Bowles’ objective writing style in these works 

and how the texts fit into the framework of American literature. 

Visual adaptions of these works including video productions will be utilzed when appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. ボウルズ短編を読む "By the Water" 

3. ボウルズ短編を読む "The Echo" 

4. ボウルズ短編を読む "Call at Corazon" 

5. ボウルズ短編を読む "You Are Not I" 

6. ボウルズ短編を読む "How Many Midnights" 

7. ボウルズ短編を読む "The Delicate Prey" 

8. ボウルズ短編を読む "A Friend of the World" 

9. ボウルズ短編を読む "The Hyena"; "The Garden" 

10. ボウルズ短編を読む "The Time of Friendship" 

11. ボウルズ短編を読む "Midnight Mass" 

12. ボウルズ短編を読む "Too Far from Home" 1 

13. ボウルズ短編を読む "Too Far from Home" 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、着目

点をいくつか提示してもらう予定。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリントを用意すること。それを

踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

 



 - 1017 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Paul Bowles. 2001. Collected Stories. Penguin (ISBN:014119135X) 

 

参考文献（Readings） 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式となるので、毎回出席が前提となる。発表者の責任は言うまでもなく重大であるが、その他の学生も授業内での積極的

なディスカッションへの参加が必須となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２５ 

(Seminars B25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エリザベス・ボウエン『日ざかり』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Elizabeth Bowen,The Heat of the Day (1948) を読む 

 

Students will read Elizabeth Bowen’s The Heat of the Day (1948). 

 

授業の内容（Course Contents） 

アイルランド出身で 20 世紀イギリス文学を代表する女性作家 Elizabeth Bowen (1899-1973)の代表作 The Heat of the Day 

(1948)を精読します。空襲下のロンドンで情報省で働く女性が自分の愛人がナチスのスパイであることを知り、動揺する様を描くこ

の小説は、女性と政治の関係について深く考えさせられます。もちろん第二次大戦中のイギリスの社会状況に関しても十分に学

ぶことができるでしょう。最後の授業では映画も鑑賞する予定です。 

 

Students will conduct an intensive reading of The Heat of the Day (1948) by Elizabeth Bowen (1899-1973), an iconic Anglo-Irish 

literary figure of the twentieth century. The work depicts the emotional turmoil of a British woman working for a government 

intelligence agency upon discovering her lover may be a Nazi spy. The reader is encouraged to consider the relationship 

between women and politics. Students can also expect to learn about British society during WWII. On the final day of class, 

there will be a viewing of the film adaptation of the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The Heat of the Day（１）イントロダクション 

2. The Heat of the Day（２） 
3. The Heat of the Day（３） 
4. The Heat of the Day（４） 
5. The Heat of the Day（５） 
6. The Heat of the Day（６） 
7. The Heat of the Day（７） 
8. The Heat of the Day（８） 
9. The Heat of the Day（９） 

10. The Heat of the Day（１０） 
11. The Heat of the Day（１１） 
12. The Heat of the Day（１２） 
13. The Heat of the Day（１３） 
14. The Heat of the Day（１４） 映画鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Elizabeth Bowen. 1998. The Heat of the Day. Vintage Classics (ISBN:978-0099276463) 

 

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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■AM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２６ 

(Seminars B26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
E.M.フォースター『ハワーズ・エンド』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

E. M. Forster,Howards End (1910) を読む 

 

Students will read E.M. Forster’s Howards End (1910). 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀イギリス文学を代表する小説家 E. M. Forster (1879-1970)の傑作,Howards End (1910)を精読します。田舎の邸宅ハワー

ズ・エンド邸がウィルコックス夫人の死により、シュレーゲル家に譲り渡される過程を通じて、ウィルコックス家とシュレーゲル家の

対照性、田舎と都会の対立、階級格差の問題など、20 世紀初めのイギリスの社会状況をきめ細やかに描いたこの小説は、現在

でも高い人気を誇っています。この授業では当時のイギリス社会について学びながら、この作品の現代性はどこにあるのかも考

察していきます。最後の授業では映画も鑑賞する予定です。 

 

Students will conduct an intensive reading of Howards End (1910), the masterpiece by the iconic 20th-century English author 

E.M. Forster (1879-1970). In the novel, after the death of Mrs. Wilcox, the country estate of Howards End is to be handed over 

to the Schlegel family. The interactions between the two families draw our attention to the contrast between country and city 

folk, the gaps in social standing, and the conditions of English society in the early 20th century. It is still very popular even 

today. Students will consider the relevance of the work to today’s readers in addition to learning about English society of the 

past. On the final day of class, there will be a viewing of the film adaptation of the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Howards End（１）イントロダクション 

2. Howards End（２） 
3. Howards End（３） 
4. Howards End（４） 
5. Howards End（５） 
6. Howards End（６） 
7. Howards End（７） 
8. Howards End（８） 
9. Howards End（９） 

10. Howards End（１０） 
11. Howards End（１１） 
12. Howards End（１２） 
13. Howards End（１３） 
14. Howards End（１４） 映画鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. M. Forster. 2000. Howards End. Penguin Classics (ISBN:978-0141182131) 

 

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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■AM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２７ 

(Seminars B27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を概観すると、その歴史的事象に関連する土地が浮かび上がってくる。その土地に関して書かれたテキストを読みな

がら、その土地の現在についてもリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると同時に、その土地の現在の英

語との関りも見ることができる。今期は英語史で言う、古英語から近代英語に関連する土地を見ていく予定である。 

 

By understanding the historical development of the English language, related regions will come into view. Students will conduct 

research into the modern relevance of these regions by reading related texts. In addition to reaffirming their knowledge of the 

English language’s history, students will also begin to see the connections to these regions modern English maintains. This year 

we will  study the regions related to Old English to Modern English through a review of the history of the English language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英語時代その 1 

3. 古英語時代その２＋発表 

4. 古英語時代その３＋発表 

5. 古英語時代その４＋発表 

6. 古英語時代その５＋発表 

7. 中英語時代その１＋発表 

8. 中英語時代その２＋発表 

9. 中英語時代その３＋発表 

10. 中英語時代その４＋発表 

11. 近代英語時代その１＋発表 

12. 近代英語時代その２＋発表 

13. 近代英語時代その３＋発表 

14. 近代英語時代その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Pullman. 2013. A History of the English Language in 100 Places. Hale (ISBN:978-0-7090-9570-5) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 

上記以外は随時授業内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、1 章ずつテ

キストを読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２８ 

(Seminars B28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を概観すると、その歴史的事象に関連する土地が浮かび上がってくる。その土地に関して書かれたテキストを読みな

がら、その土地の現在についてもリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると同時に、その土地の現在の英

語との関りも見ることができる。今期は世界に広まった英語に関連する土地を見ていく予定である。 

 

By understanding the historical development of the English language, related regions will come into view. Students will conduct 

research into the modern relevance of these regions by reading related texts. In addition to reaffirming their knowledge of the 

English language’s history, students will also begin to see the connections to these regions modern English maintains. This 

semester will cover regional connections to the now global English language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 世界の英語その 1 

3. 世界の英語その２＋発表 

4. 世界の英語その３＋発表 

5. 世界の英語その４＋発表 

6. 世界の英語その５＋発表 

7. 世界の英語その６＋発表 

8. 世界の英語その７＋発表 

9. 世界の英語その８＋発表 

10. 世界の英語その９＋発表 

11. 20 世紀の英語その１＋発表 

12. 20 世紀の英語その２＋発表 

13. 20 世紀の英語その３＋発表 

14. 20 世紀の英語その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Pullman. 2013. A History of the English Language in 100 Places. Hale (ISBN:978-0-7090-9570-5) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 

上記以外は随時授業内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、1 章ずつテ

キストを読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １ 

(English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern English Literature (Imagism I) 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン（MCLAUGHLIN MATTHEW） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to help students develop their English abilities in listening, reading, speaking, and writing through a combination 

of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will have the opportunity to enhance their 

abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the provision of supplementary notes, letters 

and videos to aid students in their reading and interpretation of the poem from various perspectives and thereby facilitate their 

overall understanding of William Carlos William’s poem, Paterson.  

 

As one of the major themes of the book is related to location and place, we hope that through studying this text, students will 

be able to reflect more on the influences that regionalism and geography have in their own lives. In terms of skills related to 

English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening skills through the 

interpretations of the text provided by their teacher in class, and by watching videos related to the book or the author (William 

Carlos Williams) by other professors, analysts, critics and fans, which will be recommended as a way to supplement their 

knowledge of the course. Pair and group discussions and presentations conducted in class will help students improve their 

proficiency in spoken English and homework assignments and short essays will help students improve their abilities in English 

composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. a historical background of the Imagist Movement 

2. the style, structure, aesthetics and aims of Williams’ epic poem 

3. several ways of analyzing the text 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers 

4. the ability to compose one’s own literary analysis  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss William Carlos 

William’s long and most famous poem, Paterson, which combines elements of both poetry and prose.  

 

Much has been written on this well-known book by literary scholars and critics to date. Therefore, some supplementary notes 

and commentary will be provided to assist students in their comprehension of the book. Most supplementary notes have been 

drawn from Benjamin Sankey’s, A Companion to William Carlos William’s Paterson. To further assist students in their elucidation 

of the text, key excerpts from letters and essays penned by the author of Paterson will also be included (taken from The 
Selected Letters of William Carlos Williams and his Selected Essays), so that students will be equipped with a richer background 

on what Williams was feeling or thinking at the time he was composing the poem. Finally, a few online videos, in which other 

professors of English literature discuss this epic poem will be included in this course to offer students the opportunity to hear 

other perspectives and opinions on the book from people who have experience analyzing the text before.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Background to the Imagist Movement & The Life of William Carlos Williams. 

After explaining the syllabus, assignments, and course requirements, this session will provide students with background 

information on the Imagist Movement, the major authors of this movement (Williams, Pound, Zukofsky etc.) as well as 

contemporaries (such as Joyce, Stein and McAlmon), before moving on to the life of William Carlos Williams and his 

general artistic aims when he when he set out to write Paterson.  

2. Williams’ Paterson – Perspectives on the Poem. 

In this session, we will discuss both Williams’ own positions on the poem itself, outlined in his opening statement (that 

commences the poem), reflections from his autobiography, and also the perspectives of other analysts and critics. After 
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watching some videos, students will discuss these views as well as the opening sections of Paterson. 

3. Paterson – A Geography (pp. 3 – 16). 

In this session, we will discuss the opening sections of the poem and in particular focus on the importance that Williams 

attaches to the geography and location of Paterson, especially the strong influence of a hometown on an individual, and 

the degree of influence it had over the author in terms of his own life and writing. We will briefly compare Paterson with 

The Maximus Poems by Charles Olson, another epic poem that focuses on the author’s hometown and the importance 

and immediacy of place.  

4. Paterson – Nature & Divorce (pp. 17 – 40). 

In this session, we will focus on the themes of nature and wildlife that Williams appears to be addressing in this early 

section of the book. Another recurring theme in this section is the one of ‘divorce’ (which appears in other sections of the 

book as well) and we will discuss possible reasons for its inclusion at this stage of the book. Finally, we will look at when 

Williams decides to embed sections of prose (sometimes quotations) within his poetry and his reason(s) for their inclusion.  

5. Paterson – Sunday In the Park (pp. 43 – 61). 

This session will explore how Williams switches back and forth from what he is observing in the park (connections to his 

external self) to what he is thinking or recalling (his internal self). We will discuss in detail how this is a common 

characteristic of Imagist writing; to write about the content directly in front of oneself. A connected theme that emerges 

here is that of memory, which we will also briefly address in this class.  

6. Paterson – Religion & Women (pp. 62 – 76).  

The two main themes we will focus on in this session are 1) religion (Christianity) and 2) women. Williams addresses the 

importance of religion (Christianity) in America and the degree of influence it has on people’s lives, which we will discuss 

in class. We will also compare the situation in the United States with Japan.  

7. Paterson – Poetry and Literature (pp. 77 – 91). 

In this section of Paterson, Williams focuses on several themes, but predominantly he talks about language, literature, 

poetry and education and their place in the world. In this class, we will try to analyze Williams’ views on these themes. 

8. Paterson – The Library (pp. 95 – 112). 

In this section of the poem, William focuses on the roles that books play in our lives. Williams reads from several different 

sources of a library here and a main theme of this section, which we will discuss in class, is that of rot/decay (that both 

books in a library and humans experience over the passage of time) and life continuing on around us (both in our everyday 

lives and in the moments while we are reading books and imagining their stories and information for ourselves).  

9. Paterson – Make It New (pp. 113 – 145). 

In this slightly long reading section, we will explore two main topics. In the first section, the main theme here is fire and its 

ability to both destroy something completely and regenerate something new. This may be connected to the Imagist motto 

espoused by Ezra Pound – “make it new,” which is actually a title of a book of essays by Pound himself. In the second 

section, we will look at Williams’ device of drawing directly on external sources (usually quotations) but in a different way 

from that of Ezra Pound. We will look at these aspect of Imagism, which both Pound and Williams have in common, but 

also see how these two writers use this device in different ways and for different purposes.  

10. Paterson – Corydon & Phyllis (pp. 149 – 169). 

At the beginning of Book Four, Williams focuses largely on his occupation as a medical practitioner and includes excerpts 

of conversations, letters or poems that all revolve around the theme of medicine. In this session, we will look at the 

relationship between his occupation as a doctor and his vocation as a poet and writer. We will also analyze the curious 

exchanges between Corydon and Phyllis and the reasons for their inclusion in this poem. 

11. Paterson – Language & Money (pp. 170 – 202). 

This section of Paterson features several different themes and characteristics. The main aspects we will focus on, in this 

section are: 1) money; 2) the sea; 3) the use of language (including foreign languages) which appears to be the main 

overriding theme; and 4) the early correspondence between William Carlos Williams and Allen Ginsberg (one of the most 

famous poets of the Beat Generation), which features in this section of the poem.  

12. Paterson – Art, Poetry & The ‘American Idiom’.  (pp. 205 – 222). 

Williams appears to be preoccupied with thoughts on the nature of art, which includes not only painting but literature as 

art (such as Stein who is mentioned) and poetry as art. Finally, we will talk about a very important theme in Williams – the 

theme of talking in one’s own natural language, which in this case is what is sometimes referred to as the ‘American 

Idiom.’ We will briefly discuss Lew Welch's comments on this aspect in Williams' poetry as well. (Welch was a beat poet 

who was in regular correspondence with Williams). 

13. Paterson – Brueghel & Imagism (pp. 223 – 240). 

At the close of Book Five and in the manuscript fragments of Book Six, which are available here, we will explore how 

Williams uses the painter Brueghel as an example and an analogy, to explain the practice of the Imagist poets. As Brueghel 

painted what he saw before him, the Imagists endeavored to write what they saw before them, or as Williams once 

famously said, “no ideas but in things.” In this very important lesson, we will discuss the main philosophy behind Imagism, 

which is best illustrated by the closing section of Paterson.  

14. Final Examination and Review of the Course. 

The final examination will cover all parts of the text and supplementary materials covered throughout the semester. 

Please be prepared for multiple-choice questions, short-answer questions on selected passages of the text and a final 

essay question. 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis and videos) will also be 

provided by the teacher and reading or viewing these extra materials will offer students a chance to enrich their understanding 

of the primary text. Four homework tasks will be assigned for Books I-IV of Paterson, respectively and students are expected 

to submit them on time.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Four writing assignments(40%)/In-class discussions and presentations(20%) 

The four writing assignments will be on Books I-IV of the textbook. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Carlos Williams. 1995. Paterson. New Directions (978-0811212984112-1298-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. Benjamin Sankey. 1971. A Companion to William Carlos Williams Paterson. University of California Press (ISBN:978-

0520017429) 

2. William Carlos Williams・John C. Thirlwall. 1985. The Selected Letters of William Carlos Williams. New Directions (ISBN:978-

0811209342) 

3. William Carlos Williams. 1969. The Selected Essays of William Carlos Williams. New Directions (ISBN:978-0811202350) 

Some Online Resources 

1. Modern Poetry with Langdon Hammer.  

https://www.youtube.com/watch?v=vQBRdrFkrsw 

2. Poetry and Poetics Conference at the University of Pittsburgh on November 14, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=djr7ds1bJ5k 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1. Annotated versions of the assigned weekly reading sections will be uploaded, on an ad hoc basis, or will be sent to students 

by e-mail to help them review the text, relevant background information and facilitate their understanding of the text. 

2. パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

3. 授業では学生への質問も活発に行なう予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ２ 

(English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern English Literature (Imagism II) 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン（MCLAUGHLIN MATTHEW） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course aims to help students develop their English abilities in listening, reading, speaking, and writing through a combination 

of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will have the opportunity to enhance their 

abilities to analyze, discuss and write about a text of English poetry, through close reading of the original text, the provision of 

supplementary notes, letters and videos which will help inform the poem from various alternative perspectives and thereby 

facilitate the students’ overall understanding of a section of Ezra Pound’s epic poem, The Cantos, entitled, The Pisan Cantos. 

One aspect that students will explore in depth in this course is the controversy that has surrounded this poem, which is a result 

of a conflict between the nature of Ezra Pound’s political views and the critical acclaim he has received as a poet, especially 

when Pound was awarded the first Bolingen Prize for Poetry.  

 

By taking this course, students will be able to improve their English listening skills through interpretations of the text provided 

by the teacher in class, and after watching videos about the book by other professors and analysts, hopefully students will be a 

in a position to reflect and comment on the various views and interpretations of Pound’s major work. Pair and group discussions 

conducted in class will help students improve their proficiency in spoken English and homework assignments and short essays 

will help students improve their abilities in English composition and expression. 

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. aesthetic values and a historical background of the Imagist Movement 

2. the aesthetic goals and ambitions of Ezra Pound in composing The Cantos 
3. the style and structure of The Pisan Cantos 
4. Pound’s political views and the controversy surrounding them  

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical, cultural and political context 

2. the ability to inform an original text through the utilization of secondary sources 

3. the ability to interpret, understand and comment upon literary analysis of other writers and critics 

4. the ability to compose one’s own literary analysis  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer students enrolled in the course the opportunity to read, discuss, 

comment on, reflect upon, analyze and write about The Pisan Cantos, which is arguably the most famous section of Ezra 

Pound’s long and legendary epic poem, The Cantos.  

 

Much has been written on this well-known book by literary scholars and critics. However, because Pound’s poem is difficult to 

follow and full of esoteric references, some supplementary notes and commentary will be provided in order to facilitate their 

understanding of the book. Most supplementary notes have been drawn from the following two sources: 1) Motive and Method in 
the Cantos of Ezra Pound, a collection of essays on Pound's major opus, edited by Lewis Leary, and 2) Ezra and Dorothy 
Pound: Letters in Captivity 1945 – 1946.  

 

The first reference book by Leary provides some of the most well-known analysis on The Cantos to date while the second 

reference book should facilitate students’ understanding of The Pisan Cantos section in particular as it will better inform 

students as to what Pound was thinking or feeling during his time in captivity, during which he wrote these cantos, through an 

analysis of his letters to his wife, Dorothy Pound. Finally, a few videos in which other professors discuss this epic poem will be 

included in this course to provide students with other perspectives from people who have experience analyzing this text.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Background to the Imagist Movement & The Life of Ezra Pound. 

After explaining the syllabus, assignments, and course requirements, this session will provide students with background 

information on the Imagist Movement, the major authors of this movement (Williams, Pound, Zukofsky etc.) as well as 



 - 1030 - 

some basic information on literary contemporaries (such as Joyce, Stein, H.D., and McAlmon), before moving on to the life 

of Ezra Pound and his overall, general artistic ambitions in composing The Cantos, his connection to the poet Dante, and 

more specifically what Pound was experiencing while he was composing The Pisan Cantos.  

2. The Historical Background: Pound Awaiting Trial. 

In this session, we will discuss the historical context under which Ezra Pound was imprisoned in Pisa (Italy) at the 

conclusion of World War II, awaiting his possible trial for treason due to his collaboration with the Mussolini Government, 

and the response from the public and literary community towards Pound at the time, both in terms of his political views 

and his writings as a poet.  

3. The Pisan Cantos: An Introduction (pages IX – XL). 

In this session, we will discuss general points about The Pisan Cantos by focusing on Richard Sieburth’s Introduction to 

the textbook. 

4. Pound: A Multitude of Voices (pp. 3 – 27). 

This session will focus on the opening canto of The Pisan Cantos. In this session, we will also discuss Pound’s multilingual 

abilities and his tendency to draw on ‘other voices’ throughout the history of literature (such as Homer) and embed other 

languages into his own text. This multilingual component, a well-known feature of Pound’s writing, which recurs throughout 

his oeuvre, will be analyzed as a feature of modernism and more specifically imagism. This lesson will also briefly touch 

upon the death of Mussolini and the use of Chinese characters (kanji) throughout and the reason for their inclusion.  

5. Review (of Canto LXXIV) & A Yale Professor’s View. 

As the opening canto is one of the longest ones from The Pisan Cantos section, this session will focus on reviewing what 

was covered in the previous lesson as well as cover new information as presented by a professor from Yale University, 

Langdon Hammer, who discusses Ezra Pound at length. This session will also provide students with time to ask questions 

openly on aspects of The Pisan Cantos about which they wish to learn more.  

6. Cantos LXXV and LXXVI (pp. 28 – 41): The Destruction of War. 

While the brief Canto LXXV is a copy of Gerhart Munch’s violin setting for the ancient song Le chant des oiseaux, Canto 
LXXVI is about Pound’s memories of Paris, Provence and Paris. In this class we will discuss the power of memory and the 

destructiveness of war, which are the two main themes in these cantos.  

7. Canto LXXVII and LXXVIII (pp. 42 - 61): The Economics of War & Usury.  

During WWII, Pound made several radio broadcasts from Mussolini’s Italy denouncing the American economic regime. This 

was the main basis for which charges of treason were brought against him. In this lesson we will look at two very 

important themes in Pound’s work, which are the economic basis of war and usury. We will also briefly touch on one of the 

most controversial aspects of Ezra Pound – his anti-Semitic views. This is the right lesson to discuss this aspect of 

Pound, because of its overlap with the theme of usury. 

8. Canto LXXIX (pp. 62 – 70): Music. 

In this session we will look at what Pound has to say about many famous composers and music in general. Although not 

mentioned in the canto itself, we will briefly discuss his relationship with the French composer, Antheil, about whom he 

wrote a book on harmony.  

9. Canto LXXX (pp. 71 – 94): The Aftermath of War. 

In this session we will look at the post-WWII world and the world in general after any great war and the legacy of its 

destruction.  

10. Canto LXXXI – LXXXIII (pp. 95 – 114): Fertility & Death. 

Various themes emerge in these three cantos. Therefore, in this session we will look at the main themes of fertility (Canto 
LXXXI), captivity (Canto LXXXII), capital punishment and the present (Canto LXXXIII).  

11. Canto LXXXIV (pp. 115 – 118): Pound Before the War. 

For those who have not read Pound before, many may not know that he attempted to stop American involvement prior to 

WWII, as far back as 1939. This is mentioned in the concluding canto of The Pisan Cantos as well as the bad news about 

his friend who has died during the war. 

12. Motive and Methods in The Pisan Cantos. 

This session will focus on much of the analysis of The Pisan Cantos from editor Lewis Leary’s book and also some 

analysis by Michael Alexander, another famous Pound scholar. More specifically, we will look at Pound’s prime motives 

behind writing this poem and what (aesthetic and creative) methods he drew upon in order to achieve these motives 

during its execution.  

13. The Bolingen Prize and its Controversy. 

When The Pisan Cantos won the very first Bolingen Prize for Poetry, there was a mixed response from the public. While a 

few scholars and literary critics showered the poem in accolades, the response from the general public was extremely 

negative (many were outraged), owing to Pound’s controversial political views. 

14. Final Examination and Review of the Course. 

The final examination will cover all parts of the text and supplementary materials covered throughout the semester. 

Please be prepared for multiple-choice questions, short-answer questions on selected passages of the text and a final 

essay question. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be prepared to analyze the readings using a variety of resources. It is essential that students have read the 

assigned reading sections before attending each class. Supplementary materials (notes, letters, analysis and videos) will also be 
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provided by the teacher and utilizing these extra resources will offer students a chance to enrich their understanding of the 

primary text. Four homework tasks will be assigned at set times throughout the semester, when we cover specific themes that 

emerge in The Pisan Cantos and students will be expected to submit these assignments by the deadline. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Four writing assignments(40%)/In-class discussions & presentations(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ezra Pound・Richard Sieburth. 2003. The Pisan Cantos. New Directions (ISBN:978-0811215589) 

 

参考文献（Readings） 

1. Lewis Leary (ed.). 1954. Motive and Method in the Cantos of Ezra Pound. Columbia University Press (B001SE8J6Y) 

2. Michael Alexander. 1979. The Poetic Achievement of Ezra Pound. University of California Press (ISBN:978-0520037397) 

3. Ezra Pound & Dorothy Pound.. 1999. Ezra and Dorothy Pound: Letters in Captivity, 1945-1946. Oxford University Press 

(ISBN:978-0195107937) 

Other required readings or materials will be distributed by the instructor during class time.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

1. Annotated versions of the assigned reading sections will be uploaded, on an ad hoc basis, and/or sent to students by e-mail 

to help them review the text, relevant background information and facilitate their understanding of the text. 

2. パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

3. 授業では学生への質問も活発に行なう予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ３ 

(English Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
To Kill a Mockingbird and Loving: Defying Racism in Deep South 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  

Students are also encouraged to explore background knowledge about Jim Crow era and civil rights movement.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Harper Lee's To Kill a Mockingbird and the screenplay Loving will be given.  The first-person 

narrator of Harper Lee's story is a child, so that class discussions will focus on the interactions between the narrator's circle 

and the adults around them.  Issues of racial injustice and white dominance will also be discussed.  Loving is a historical 

narrative about an interracial couple's fight for the right to get married in the state where they live.  Students are required to 

prepare the assigned reading and participate in discussion.  Each student needs to give a presentation once about the assigned 

reading, and at the end of each class, students will write short comments.  An end-of-term essay about 700 words is also 

required.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: to learn the background through reading the beginning of To Kill a Mockingbird and watching its film 

adaptation 

2. Chapter 1, page 15-page 24 

3. Chapter 5, 75-84 

4. Chapter 6, 85-97    

5. Chapter 10, 153-65 

6. Chapter 12, 204-14 

7. Chapter 14, 229-39 

8. Chapter 15, 255-64 

9. Chapter 19, 325-39 

10. Chapter 28, 446-59 

11. Chapter 30, 467-77 

12. Loving: the proposal  

13. The Arrest 

14. The Supreme Court Verdict 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/class presentation and participation(30%)/written comments(30%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be eligible to obtain credit.  Except train delay, to be late for more 

than 30 minutes will be regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Harper Lee. 1960. To Kill a Mockingbird. Vintage (ISBN:9781784870799) 

Excerpts from the screenplay Loving will be distributed in class. 

 

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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■AM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ４ 

(English Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories Set in Victorian England: Tess of the D'Urbervilles and The French 
Lieutenant's Woman 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, speaking, reading, writing -- through various class activities.  

Students are encouraged to explore the background knowledge about patriarchal Victorian society in the stories.   

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Tess of the D'Urbervilles and The French Lieutenant's Woman will be given.  Hardy's sympathetic 

treatment of the "fallen woman" is characteristic of Victorian literature, so that class discussions will focus on the extent to 

which Hardy's heroine transcends the Victorian norms.  The French Lieutenant's Woman is concerned with an unconventional 

woman's choices.  Students are required to prepare the assigned reading and participate in discussion.  Each student needs to 

give a presentation once about the assigned reading, and at the end of each class, students will write short comments.  An 

end-of-term essay about 700 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: to learn the background through reading the beginning of Tess of the D'Urbervilles and watching its film 

adaptation 

2. Chapter IV 

3. Chapter XII & XIII 

4. Chapter XIV & XV 

5. Chapter XVII & XVIII 

6. Chapter XIX & XX 

7. Chapter XXIII & XXIV 

8. Chapter XXVII & VIII 

9. Chapter XXXIII & XXXIV 

10. Chapter XXXV  

11. Chapter XXXVII & XXXVIII 

12. The beginning of The French Lieutenant's Woman and its film adaptation  

13. Sarah's bad reputation 

14. Sarah's disapperance 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Explorative learning will be announced as needed. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/class presentation and participation(30%)/written comments(30%) 

Students who do not attend at least 2/3 of classes will not be eligible to obtain credit.  Except train delay, to be late for more 

than 30 minutes will be regarded as absence. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas Hardy. 1983. Tess of the D'Urbervilles. Oxford (ISBN:9780199537051) 

2. Harold Pinter. 2000. Collected Screenplays 3. faber and faber (ISBN:9780571207136) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ５ 

(English Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to Postcolonial African Literature in English 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

     This course aims to introduce students to the idea of postcolonial Anglophone literature, to the reading and interpretation 

of one of postcolonial fiction’s most influential novels, Chinua Achebe’s Things Fall Apart, and to key issues in African literature, 

history, culture, and identity in essays by African writers.  

     Students who successfully compete the course should understand better 1) the ways postcolonial literature blends 

literary styles and genres; 2) the conflicts, themes, and structure of Things Fall Apart; and 3) how to respond to and discuss the 

latter. 

     Also, the following skills will be developed: reading fiction; discussing fiction; listening to short lectures and discussions; 

giving short presentations; and academic writing, specifically a thesis-based essay using textual evidence to support claims, and 

analyzing quotations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

By reading and discussing Chinua Achebe’s masterpiece Things Fall Apart, one of the world’s most widely read novels, students 

will develop a deeper understanding of how postcolonial cultures evolve, how historical changes affect both a community and an 

individual, and how literature represents these changes. After reading the novel, we will read an essay by Achebe on how 

African writers can make the English language their own, and a challenge to that idea in an essay by Ngugi wa Thiong’o. We will 

conclude with an essay by a migrant African writer, Buchi Emecheta, concerning how African literature struggles to define itself. 

In addition to readings and discussions, students will prepare short presentations, and write a final essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; what is colonialism, postcolonialism? 

The first part of the class will introduce the syllabus, assignments, and expectations of  

the class. The second part will feature a brief overview of colonialism, introduce the  

idea and history of postcolonialism in literature, then introduce Chinua Achebe. 

2. Things Fall Apart; read pages 3-25, complete study tasks/questions 

In this class the first pages of the novel will be read closely for details. Students will  

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in 

class. We will also review the history of Nigerian colonialism and how it affects present-day Nigeria. 

3. Things Fall Apart; read pages 26-45, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions. Students will participate by offering answers from their  

homework and discussing the reading in class. 

4. Things Fall Apart; read pages 46-74, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions, particularly about gender. Students will participate by offering answers from their homework 

and discussing the reading in class. 

5. Things Fall Apart; read pages 75-109, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about religious customs and myths. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the 

reading in class. 

6. Things Fall Apart; read pages 110-135, complete study tasks/questions 

This class will have students work in pairs to discuss their close readings of two key passages from this week’s reading. 

7. Things Fall Apart; read pages 136-161, complete study tasks/questions 

In addition to discussion of homework questions and study tasks, this class will focus  

on questions surrounding cultural changes in the context of colonialism, and how they are represented in the novel. 

8. Things Fall Apart; read pages 162-183, complete study tasks/questions 

This class continues the discussion focus of the previous class. Student groups will  

analyze key aspects of British colonization and give a brief presentation. 

9. Things Fall Apart; read pages 184-209, complete study tasks/questions 
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First, essay and presentation topics will be distributed and the assignment details will  

be explained. Then the class will discuss details in the novel, but also interpretive  

questions and discussions. 

10. “The African Writer and the English Language,” Achebe, complete study tasks/questions, 

After a brief lecture about linguistic imperialism, the class will discuss the study  

questions, then present their views on the use of English. 

11. “The Language of African Literature,” Ngugi wa Thiong’o, complete study tasks/questions 

This class continues the discussion of English linguistic imperialism. The class will  

discuss responses to the study tasks; then in short presentations, students will decide whether they support Achebe or 

Ngugi, explaining their reasons. 

12. “Crossing Boundaries,” Buchi Emecheta, complete study tasks/questions 

After a brief lecture on postcolonial migration to Britain, students will discuss their  

responses to the study tasks, focusing on how postcolonial migrants adapt to the dominant culture. 

13. Presentations and final essays due 

Each student will give a three minute presentation on the topic they have chosen. After all the presentations, the final 

essays will be submitted. 

14. Review, return final essays  

Final essays will be returned, with general commentary and some individual critique,  

as time allows. The final part of the class will be spent in review and reflection on the novel and on postcolonialism as it 

can be seen in the world at present. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

participation in in-class discussions(30%)/presentation(30%)/final essay(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Chinua Achebe. Things Fall Apart. Penguin (ISBN:978-0385474542) 

This class is intended for highly motivated students who are willing to work hard to improve their English ability through the 

study of literature. Students with native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised to seek 

classes better suited to their abilities. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ６ 

(English Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to Postcolonial Caribbean Literature in English 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

     This course aims to introduce students to one of postcolonial Caribbean literature’s most important novels, Jamaica 

Kincaid’s Annie John, as well as key issues in Caribbean literature, history, culture, and identity in essays by Caribbean writers.  

     Students who successfully compete the course should understand better 1) the ways postcolonial literature blends 

literary styles and genres; 2) the conflicts, themes, and structure of Annie John; and 3) how to respond to and discuss the 

latter. 

     Also, the following skills will be developed: reading fiction; discussing fiction; listening to short lectures and discussions; 

giving short presentations; and academic writing, specifically a thesis-based essay using textual evidence to support claims, and 

analyzing quotations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will focus on reading and discussing Jamaica Kincaid’s novel Annie John, and on gaining a deeper understanding of the 

impact of colonialism on the formation of gender identities. After reading the novel, we will read a short story by Kincaid that 

offers a different way seeing mother-daughter relationships under colonialism, then two essays by Caribbean writers that 

describe the struggles encountered in migration to the colonial ‘center’, England. In addition to readings and discussions, 

students will prepare short presentations, and write a final essay.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; colonialism/postcolonialism in the Caribbean; postcolonial migration 

The first part of the class will introduce the syllabus, assignments, and expectations of the class. The second part will 

feature a brief overview of colonialism in the Caribbean, developments in Caribbean postcolonial literature, then introduce 

Jamaica Kincaid and her home country, Antigua. 

2. Annie John: read chapter 1, complete study tasks/questions 

In this class the first pages of the novel will be read closely for details. Students will participate by offering answers from 

their homework and discussing the reading in class. We will also review the history of Caribbean colonialism and how it 

affects present-day Antigua and its neighboring islands. 

3. Annie John: read chapter 2, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions on the 

theme of separation. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the reading in 

class. 

4. Annie John: read chapter 3, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about gender. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

5. Annie John: read chapter 4, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about gender symbolism formed under colonialism. Students will participate by offering answers from their homework and 

discussing the reading in class. 

6. Annie John: read chapter 5, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about colonial authority and institutions. Students will participate by offering answers from their homework and discussing 

the reading in class. 

7. Annie John: read chapter 6, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about narrative. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

8. Annie John: read chapter 7, complete study tasks/questions 

This class will feature more discussion of details in the novel, but also interpretive questions and discussions, particularly 

about symbolism in the novel. Students will participate by offering answers from their homework and discussing the 

reading in class. 

9. Annie John: read chapter 8, complete study tasks/questions 
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First, essay and presentation topics will be distributed and the assignment details will be explained. Then the class will 

discuss details in the novel, but also interpretive questions and discussions about changes in the main character. 

10. “My Mother,” Jamaica Kincaid, complete study tasks/questions 

This class will feature discussion of this complex narrative, its use of symbols, and how it can be compared to Annie John. 

Students will participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

11. “Waltzing Across Four and a Half Decades,” B. A. Gilroy, complete study tasks/questions 

This class will examine Gilroy’s account of postcolonial migration, education and racism in postwar Britain. Students will 

participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

12. “Ancestors I Carry,” James Berry, complete study tasks/questions 

This class will examine Berry’s account of postcolonial migration and how it shaped him as a writer in postwar Britain. 

Students will participate by offering answers from their homework and discussing the reading in class. 

13. Presentations and final essay due 

Each student will give a three minute presentation on the topic they have chosen. After all the presentations, the final 

essays will be submitted. 

14. Review; return final essays 

Final essays will be returned, with general commentary and some individual critique, as time allows. The final part of the 

class will be spent in review and reflection on the novel and on postcolonialism as it can be seen in the world at present. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

participation in in-class discussions(40%)/presentation(30%)/final essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jamaica Kincaid. Annie John. Farrar, Straus and Giroux (ISBN:978-0374525101) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ７ 

(English Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Key Issues in American Society Today 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

At the conclusion of this seminar it is expected that the students will be able to: 

a. understand the main social, cultural and political factors which frame the national discourse on some of the key issues 

American society is facing in the 21st century 

b. formulate their own opinion on topics covered in this course and express it in a group discussion or a presentation delivered 

in front of the class 

c. engage in discussions on pre-assigned questions and develop strategies to deal with ambiguities which may arise in the 

process 

d. read and understand medium-length authentic texts on aspects of American contemporary society, such as ethnic diversity, 

educational challenges, geographic divide, and power of culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Group discussions will be the central activity of this course. Discussions will be based on readings assigned by the instructor. In 

addition to the textbook, we will look at a number of articles, primarily from American publications. Students will be required to 

complete all reading assignments at home and come to class prepared to participate actively. Students will make one individual 

presentation at the end of the course. Comprehension and vocabulary exercises will also be an integral part of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction / expectations  / student introductions 

Brainstorming: What is culture? 

Homework: Research definitions of culture and select three which you consider most useful 

Reading: Article on culture and values in the United States 

2. Lecture and discussion on societal values 

What are the key elements of cultural values? 

Homework: Article on gun control the United States (TBD) 

Reading in textbook: Chapter 4 The Frontier Heritage 

3. Key Issue 1: The second amendment and the US gun debate 

Why is gun control such a controversial socio-political issue? 

Lecture and discussion 

Homework 

1. Reading in textbook: Chapter 3 The American Religious Heritage 

2. Prepare for vocabulary quiz 

4. Key Issue 2:  Abortion rights in the US 

Lecture and discussion 

The Role of Religion in American Society and Politics 

Vocabulary quiz #1 

Homework 

1. Reading in textbook: Chapter 6 The World of American Business 

5. Key Issue 3: Occupy Wall Street and the rise of economic inequality 

Lecture and discussion 

Is the American Dream Dead? 

Review of vocabulary quiz 

Homework 

1. Article on the historical background of immigration in the United States (TBD) 

6. Key Issue 4: Ethnicity and Immigration 

Lecture and discussion 

Between Many Worlds 

Homework:  

1. Article on current immigration controversy in the United States 
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2. Complete essays 

7. Key Issue 5: President Trump and the debate of the border wall 

Lecture and discussion 

America at Crossroads 

Homework: review questions about the movie 

Essay 1 due. 

8. Movie: The Big Sick (2017) 

A lighthearted film about a cross-cultural relationship and migrants' struggles to integrate  

Homework: prepare for the discussion based on the questions given beforehand. 

9. Movie: discussion 

Feedback on Essay 1 

Homework: 

1. Textbook reading Chapter 7 Government and politics in the United States 

2.  Article on proposals for universal health coverage in the United States 

2.  Prepare for vocabulary quiz #2 

10. Key Issue 6: Medicare for all and the philosophy of Bernie Sanders 

Lecture and discussion 

Homework: 

1. Article on regionalism in the United States 

2. prepare for vocabulary quiz #2 

11. Key Issue 7: The West vs. the Sought vs. .... 

Lecture and discussion 

Customs, values and traditions in different parts of the United States 

Vocabulary quiz #2 

Homework 

1. Prepare for presentations 

12. Review of vocabulary quiz #2 

Presentations (1) 

Students will be divided into three groups. First group will make presentations. 

Students will submit a reflection paper. 

13. Presentations (2) 

Second group will make presentations. 

Students will submit a reflection paper. 

14. Presentations (3) 

Third group will make presentations.  

Feedback and comments 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to complete all readings at home and come to class prepared to participate in the discussions. 

Presentation will require independent research. Students will also be required to submit one (900 - 1000 word) essay on a topic 

related to what we will discuss in class. 

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(30%)/Essay 1(10%)/Discussions (evaluated 6 times)(30%)/Vocabulary quizzes (2)(20%)/Engagement in class(10%) 

Students are urged to attend all classes. 10% of the grade is awarded for perfect attendance 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Datesman, M.K; Crandall, J.; Kearny, E.N.. 2014. American Ways, 4th ed.. Pearson 

Students should purchase the textbook from the university bookstore and bring to every class. 

 

参考文献（Readings） 

Other materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ８ 

(English Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Short Stories by American Immigrant Writers 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

At the conclusion of this course students will be expected to: 

1. develop a deeper understanding of the struggles immigrants in the United States experience based on their narratives 

2. be able to read and discuss literary texts 

3. be able to articulate their thoughts on migration-relevant socio-historical themes in writing and by delivering a presentation 

 

授業の内容（Course Contents） 

The focus of the course is on reading and analyzing the prose of several prominent American immigrant writers. The works we 

will study look at the experiences of growing up and living in ethnic America. The short stories will form the basis for the 

discussions of the socio-cultural and historical issues of American society. Students will be expected to complete reading and 

writing assignments, do independent research, and actively participate in classroom discussions.  

NOTE: Please be advised that while the objectives of this course are similar to those of English Seminar offered in the Fall of 

2018, the assigned readings will be different. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation: expectations and syllabus review 

An overview of demographic diversity within the United States and a discussion of possible themes in the immigrant 

experience generally, and in the US context, in particular 

2. Immigrant literature as an independent genre 

Discussion of questions raised in the article (assigned in the previous class) 

3. Story 1 (TBD) 

Discussion: difficulties of assimilation 

4. Story 2 (TBD) 

Discussion: the impossibility of forgetting the past 

5. Story 3 (TBD) 

Discussion: expectations and reality  

6. Story 4 (TBD) 

Discussion: the sense of belonging 

7. Presentation (1) 

First group of students 

Students to submit a reflection paper 

8. Presentation (1) 

Second group of students 

Students to submit a reflection paper 

9. Feedback on presentation 1 

Story 5 (TBD) 

Discussion: political refugees and economic immigrants 

10. Essay due 

Story 6 (TBD) 

Discussion: stereotypes 

11. Essay feedback 

Course review and preparation for the presentations 

Topic announcements 

12. Presentations (2) 

Students will be divided into groups. First group will make presentations. 

Students to submit a reflection paper  

13. Presentations (2) 

Second group will make presentations. 

Students to submit a reflection paper 
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14. Presentations (2) 

Third group will make presentations (if necessary) 

Feedback and commentary  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to complete all readings at home and come to class prepared to participate in discussions. Students 

will also be required to make two presentations in front of the class and to submit one essay. Information about the 

presentations and the essay will be provided at the beginning of the course. 

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation (1)(20%)/Presentation (2)(30%)/Essay 1(25%)/Discussions (evaluated on five occasions)(25%) 

Students are urged to attend every class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wesley Brown and Amy Ling. 2002. Imagining America: Stories from the Promised Land. Persia Books (ISBN:9780892552771) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ９ 

(English Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The American Dream (1): Representations of American Culture and Ideology in Film 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM209 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course examines the concept of "The American Dream" and how it has been represented over the past century in 

American cinema. By the end of this course, students will have a closer understanding of American cultural history and of the 

social and political ideologies which have formed aspects of that history. The course will include cinematic representations and 

discussion of economics and politics, but also of related sociological, racial and gender issues. In this semester, we will primarily 

focus on American cinema from the 1940s and 1950s. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will comprise a series of overviews, screenings, lectures and workshop discussions. Students will be required to 

research aspects of American culture and provide written reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview. Focus and goals. Introduction to "The American Dream": its manifestations and its representations. 

2. Socialism: William Wyler's The Grapes of Wrath (1940) 

3. Fascism: Charles Chaplin's The Great Dictator (1940) 

4. Capitalism: Orson Welle's Citizen Kane (1941) 

5. Capitalism continued: Orson Welle's Citizen Kane (1941) 

6. Romance: Michael Curtiz's  Casablanca (1943) 

7. Redemption: Frank Capra's It's A Wonderful Life (1946) 

8. Redemption continued: Frank Capra's  It's A Wonderful Life (1946) 

9. Illusion: Elia Kazan's On The Waterfront (1954) 

10. Illusion continued: Elia Kazan's  On The Waterfront (1954) 

11. Obsession: Alfred Hitchcock's Rear Window (1954) 

12. Obsession continued: Alfred Hitchcock's Rear Window (1954) 

13. Accusation: Nicholas Hytner's  The Crucible (1996) 

14. Coverage Test. Submission of research report. Review of the Course. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to attend every class and actively participate in discussions. They will need to conduct independent 

research on areas of academic interest which relate to the course content. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Participation and homework(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required. Class handouts and materials will be available as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １０ 

(English Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The American Dream (2): Representations of American Culture and Ideology in Film 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM209 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course further examines the concept of "The American Dream" and how it has been represented over the past century in 

American cinema. By the end of this course, students will have a closer understanding of American cultural history and of the 

social and political ideologies which have formed aspects of that history. The course will include cinematic representations and 

discussion of economics and politics, but also of related sociological, racial and gender issues. In this semester, we will primarily 

focus on American cinema from the 1960s onwards. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will comprise a series of overviews, screenings, lectures and workshop discussions. Students will be required to 

research aspects of American culture and provide written reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview. Focus and goals. Review of "The American Dream": its manifestations and its representations. 

2. Racism and Idealism: Robert Mulligan's To Kill a Mockingbird (1963) 

3. Racism and Idealism continued: Robert Mulligan's To Kill a Mockingbird (1963) 

4. Racism and Realism: Steven Spielberg's The Color Purple (1986) 

5. Racism and Realism continued: Steven Spielberg's The Color Purple (1986) 

6. The Immigrant Dream: Francis Ford Coppola's The Godfather (1972) 

7. The Immigrant Dream continued: Francis Ford Coppola's The Godfather (1972) 

8. The Asylum: Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest (1976) 

9. The Asylum continued: Milos Forman's One Flew Over the Cuckoo's Nest (1976) 

10. The Nightmare: Stanley Kubrick's The Shining (1980) 

11. Feminism and Idealism: Steven Soderbergh's Erin Brockovich (2000) 

12. Feminism and Idealism continued: Steven Soderbergh's Erin Brockovich (2000) 

13. The Final Word?: Joel and Ethan Coen's Fargo (1996) 

14. Coverage Test. Submission of research report. Review of the Course. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to attend every class and actively participate in discussions. They will need to conduct independent 

research on areas of academic interest which relate to the course content. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Participation and homework(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required. Class handouts and materials will be available as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １１ 

(English Seminars 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
African-American Literature and Culture (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and analyze African-American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Beginning with the origins of African-American literature and continuing through the Civil Rights Movement of the 1950s and 

1960s, this course will examine the contributions that African-American writers have made to the national literature. Through 

this course, students will come to understand the impact that African-Americans have had on American society and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the History and Culture of African-Americans 

2. Joel Chandler Harris, Uncle Remus Tales 

3. Mark Twain, Excerpts from Adventures of Huckleberry Finn 

4. Paul Laurence Dunbar, "We Wear the Mask" and The Sport of the Gods 

5. The Sport of the Gods 

6. Oral Presentations (First Response Paper Due) 

7. Booker T. Washington and W. E. B. DuBois 

8. Booker T. Washington and W. E. B. DuBois 

9. Harlem Renaissance: Poetry of Langston Hughes and Claude McKay 

10. Langston Hughes and Claude McKay  (Second Response Paper Due) 

11. Zora Neale Hurston, “The Gilded Six Bits” 

12. “The Gilded Six Bits” 

13. James Baldwin, “A Letter to My Nephew” 

14. Final Oral Presentations (Third response Paper Due) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned regular reading assignments which must be completed before class. Response papers must be typed 

and submitted on the due date. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/First Oral Presentation(10%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation(40%) 

No textbook is required for this course. Handouts will be provided by the instructor. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １２ 

(English Seminars 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
African-American Literature and Culture (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and analyze the novella Quicksand (1928) authored by Nella Larsen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nella Larsen was born to a mixed-race father and a white mother, the latter of whom had immigrated to the United States from 

Denmark. After her mother married another Danish immigrant, Nella encountered the daunting reality of what it meant to grow 

up "black" in a white family in Chicago. Quicksand deals with the theme of a search for self-identity as the protagonist, Helga 

Crane, struggles to find the people with whom she belongs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Nella Larsen and the Harlem Renaissance 

2. Quicksand (Reading and Discussion) 

3. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

4. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

5. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

6. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

7. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

8. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

9. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

10. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

11. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

12. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

13. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

14. Final Essay Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Every student will be required to work on a group report with one or two other students. These reports will be presented in 

class. Students will be assigned 10-12 pages of reading every week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/Group Reports(30%)/Final Essay Test(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nella Larsen. 2011. Quicksand. Martino Fine Books (ISBN:1891396994) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １３ 

(English Seminars 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and critically analyze two novellas by Mark Twain. 

Students will also learn how to introduce secondary sources into their academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mark Twain has been called the “Father of American Literature” and his impact on American literature has not diminished with 

time. In this course, we will study two of Twain's humorous novellas, "Extracts from Adam's Diary" (1904) and "Eve's Diary" 

(1905). Set in the Garden of Eden, Twain reinterprets the Biblical story of Adam and Eve, and in the process offers a 19th-

century critique of gender roles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Mark Twain: His Life and Work 

2. Extracts from Adam’s Diary 

3. Extracts from Adam’s Diary (Group Presentations) 

4. Extracts from Adam’s Diary (Group Presentations) 

5. Extracts from Adam’s Diary (Group Presentations) 

6. Extracts from Adam’s Diary (Group Presentations) 

7. Oral Presentations (Response Paper due) 

8. Eve’s Diary (Group Presentations) 

9. Eve’s Diary (Group Presentations) 

10. Eve’s Diary (Group Presentations) 

11. Eve’s Diary (Group Presentations) 

12. Eve’s Diary (Group Presentations) 

13. Eve’s Diary (Group Presentations) 

14. Oral Presentations and Submission of Final Report 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Every student will be required to work on a group report with one or two other students. These reports will be presented in 

class. Students will be assigned 12-15 pages of reading every week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Group Presentations(20%)/First Oral Report and Response Paper(20%)/Final Oral 

Presentation and Final Writing Project(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mark Twain. 2015. The Diaries of Adam and Eve. Alma Books (ISBN:1847494382) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １４ 

(English Seminars 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain (2): Pudd’nhead Wilson 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To improve the students’ ability to read and discuss American literature, and then to assist them in transforming their ideas into 

academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Using an American Studies approach to literary analysis, this course will examine how Twain's  Pudd’nhead Wilson (1894) 

reflects American society and culture of the antebellum South. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Mark Twain: His Life and Work (Review of first semester) 

2. Chapters I and II 

3. Chapters III and IV 

4. Chapters V and VI 

5. Chapters VII and VIII 

6. Chapters IX and X (First Response Paper Due) 

7. Chapter XI 

8. Chapters XII and XIII 

9. Chapters XIV and XV 

10. Oral Presentations (Second Response Paper Due) 

11. Chapters XVI and XVII  

12. Chapter XIX 

13. Chapters XX and XXI 

14. Oral Presentations and Submission of Final Writing Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read approximately 15 pages every week. The response papers must be typed and submitted on the 

due date. A final writing project on the text with secondary sources included should follow the MLA Handbook. This method of 

citing sources will be introduced in class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/First Oral Presentation(10%)/Response Papers(20%)/Final Oral Presentation and Final 

Writing Project(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mark Twain. 2016. Pudd’nhead Wilson. CreateSpace Independent Publishing Platform (ISBN:1530765587) 
 

参考文献（Readings） 

Although it is not required reading, students should familiarize themselves with the MLA Handbook 8th edition published by the 

Modern Language Association. This reference is available in the University Library. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1049 - 

■AM301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM301／文学講義 １ 

(Lectures on Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で成立したのかに

ついて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際共通語となった現代英語の

実態とその背景を考察する。 

 

This course will cover a range of topics in the wide field of English studies through studying modern English’s cultural and 

linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, students will consider the current state of 

the English language as the lingua franca of the world and how it became such in addition to studying historical and grammatical 

changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界言語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、現代英語の文

法・語法について、その歴史的背景を理解します。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the historical background of modern English’s grammar and syntax 

structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期イントロダクション 国際共通語である現代英語の特質 文法および語彙を中心に 

2. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(450‐900)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

3. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(900‐1066)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

4. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1066‐1200)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

5. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1200‐1350)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

6. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1350‐1400)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

7. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1400‐1500)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

8. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1500‐1660)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

9. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1600‐1750)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

10. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの標準語：国際共通語としての英語の源 

11. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの方言 発音・文法の違いを中心に 

12. イギリス諸島における英語の広がり スコットランド英語の歴史 標準英語との違いについて 

13. イギリス諸島における英語の広がり アイルランド・ウェールズ英語の歴史 標準英語との違いについて 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM302／文学講義 ２ 

(Lectures on Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は春学期に続き、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で

成立したのかについて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際共通語とな

った現代英語の実態とその背景を考察する。 

 

In following with the spring semester material, this course will cover a range of topics in the wide field of English studies through 

studying modern English’s cultural and linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, 

students will consider the current state of the English language as the lingua franca of the world and how it became such in 

addition to studying historical and grammatical changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際共通語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、英語の文法・

語法の成立過程についての理解を深める。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the development of English’s grammar and syntax structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 後期イントロダクション 英語の世界的広がりと世界英語の文法的、語彙的特質 

2. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の歴史  

3. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語のアイデンティティ 

4. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語とイギリス英語の違い：文法・語彙的特徴

を中心に 

5. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の方言：発音の特徴を中心に 

6. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 カナダ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

7. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) オーストラリア英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

8. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) ニュージーランド英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

9. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) 南アフリカ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

10. 英語から新たな言語へ カリブ海地域の英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

11. 英語から新たな言語へ アフリカの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

12. アジアに伝わった英語 南アジアの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

13. アジアに伝わった英語 東南アジア・その他の地域の英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM303／文学講義 ３ 

(Lectures on Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、17 世紀末までのイギリス文学を概観し、その流れをつかむことを目標と

する。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それ

らの作品をイギリス文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature leading up to 

the end of the 17th century and its connection to the later works. Students will learn about each period’s cultural, societal, and 

historical backgrounds before reading iconic works of British literature and analyzing their unique themes and writing styles. 

With this knowledge, students will be able to determine the significance and position of each work in the context of British 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 古英詩の時代から 17 世紀末までのイギリス文学を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適

宜、音声や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the era of old English poetry to the end of the 17th 

century. Classes will generally be conducted in the lecture style following the assigned reading. When appropriate, audio or 

visual media will be introduced to students to supplement their experience with the literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩と中世物語詩の世界（『ベーオウルフ』、ウィリアム・ラングランド） 

3. ジェフリー・チョーサー 

4. ルネサンス期の英語ソネット（サリー伯、フィリップ・シドニー） 

5. ルネサンス期の物語詩（エドマンド・スペンサー）と散文（ジョン・リリー） 

6. テューダー朝の演劇（トマス・キッド、クリストファー・マーロウ） 

7. ウィリアム・シェイクスピア（１） 

8. ウィリアム・シェイクスピア（２） 

9. ウィリアム・シェイクスピア（３） 

10. ジャコビアン演劇（ベン・ジョンソン、ジョン・ウェブスター） 

11. 形而上詩人（ジョン・ダン、ジョージ・ハーバート、アンドルー・マーヴェル） 

12. ジョン・ミルトンとジョン・バニヤン 

13. ジョン・ドライデンと王政復古期の演劇 

14. 試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の当該個所を必ず事前に読んでおくこと。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その

場で読めるように辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行なうミニテスト(30%) 

第１週から第１３週のうち、欠席が４回に達した時点で、第１４週の筆記試験の受験資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM304／文学講義 ４ 

(Lectures on Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観し、イギリス文学に関する

広い基礎知識を身につけることを目標とする。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表

現とテーマを分析することによって、それらの作品をイギリス文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける

作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature from the 18th 

century leading up to the modern era. The goal of this course is to provide students with wide-ranging, fundamental knowledge 

of British literature. Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic 

works of British literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to 

determine the significance and position of each work in the context of British literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適宜、音声や映

像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。また、授業時にリアクション・ペイパーを提出してもらうことで、学生の側の参加を

求める。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the 18th century leading up to the modern era. Classes will 

generally be conducted in the lecture style following the assigned reading. When appropriate, audio or visual media will be 

introduced to students to supplement their experience with the literary works. Student participation is requested in the form of 

reaction papers to be turned in during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 小説の勃興（デフォーとリチャードソン） 

3. 新古典主義と英語の標準化（サミュエル・ジョンソンほか） 

4. 18 世紀の諷刺文学と喜劇（スウィフトとシェリダン） 

5. ロマン派の詩（ワーズワス、キーツ、シェリー） 

6. 19 世紀初頭の小説と女性作家（メアリ・シェリーとジェイン・オースティン） 

7. ヴィクトリア朝小説（1）（ディケンズ） 

8. ヴィクトリア朝小説（2）（ブロンテ姉妹） 

9. 世紀末文学（ワイルドほか） 

10. モダニズム詩（イェイツとエリオット） 

11. モダニズムとポストモダニズム（ウルフとファウルズ） 

12. 不条理演劇（ベケットとピンター） 

13. 拡大する〈英〉（語圏）文学（ラシュディ、クッツェー、イシグロ） 

14. 期末試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の該当作家のページを必ず事前に読んでおくこと（個々の作家の背景にまで授業内で説明する時間

がないため、読んでいるという前提で講義を進める）。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その場で読めるように

辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業貢献度(30%) 

第 1-第 13 週のうち、欠席が 4回に達した時点で、第 14 週の筆記試験の受験資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM305／文学講義 ５ 

(Lectures on Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、カリキュラム・マップに示された「英語および英米文学・文化について広く

深い理解を持つ」ことができるよう、植民地時代から南北戦争後のリアリズム勃興期に至るまでのアメリカ文学史の基礎を習得し

ます。 

 そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこないます。 

 

This course will cover a range of topics in the wide field of American literature through reviewing American literature from the 

colonial era leading up to the rise of realism in the aftermath of the Civil War. In order to deeply understand the English 

language, British and American literature, and British and American culture as outlined in the curriculum map, students will 

obtain fundamental knowledge of American literature. 

Students will also learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of 

American literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to determine 

the significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文学研究を志すためには文学史の流れを習得することが欠かせません。逆説的なことに、歴史へ反旗を翻した文学者や思想

家たちこそ歴史を強く意識していたのです。過去と無縁に思える現代に生きる私たちこそ、歴史のなかに現代を見いだすべきでし

ょう。 

 そこで本講義では、植民地時代から南北戦争後のリアリズム勃興期へ至るアメリカ文学史を学習します。作家名や作品名とい

う固有名詞の羅列を暗記するのではなく、文化的、社会的背景とその変化と照らし合わせながら、作家たちの格闘の足跡をみず

から追体験します。 

 

 It is vital that one understands the flow of literary history before pursuing literary research. Paradoxically, the literary scholars 

and thinkers that rebelled against history were the ones most keenly aware of it. For those of us living in modern society where 

many think the past has no connection to us today, we ought to discover our historical connections. 

 To achieve that goal, students will study American literature from the colonial era leading into the rise of realism in the 

aftermath of the Civil War in this course. Specifically, students will study the cultural and social backgrounds of each work as 

well as experience the changes and difficulties the authors faced rather than simply memorizing author names, titles of works, 

and other bibliographical information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. ピューリタン文学 

3. ベンジャミン・フランクリンその他 

4. ワシントン・アーヴィングその他 

5. ジェイムズ・フェニモア・クーパーその他 

6. エドガー・アラン・ポウその他 

7. ラルフ・ウォルド・エマソンその他 

8. ヘンリー・デイヴィッド・ソローその他 

9. ナサニエル・ホーソーンその他 

10. ハーマン・メルヴィルその他 

11. ウォルト・ホイットマンその他 

12. エミリー・ディキンソンその他 

13. マーク・トウェインその他 

14. これまでの内容の総括と試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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準備学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard 上でおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/不定期のリアクション・ペーパー(20%) 

なお、4 回以上の欠席がある場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

 プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺利雄、2011、『講義アメリカ文学史入門編』 』、研究社 (ISBN:4327472221) 

2. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM306／文学講義 ６ 

(Lectures on Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要作

家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 そのさい、各時代の文化的・社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of American literature by providing students with an overview of 

American literary history from the end of the 19th century to the modern era in addition to offering basic knowledge of 

significant authors and literary works. 

 Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of American 

literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to determine the 

significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある歴史

的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅

する予定である。 

 

 Students will conduct an overview of the history of American literature from the end of the 19th century through the modern 

era and gain fundamental knowledge for research into American literature. By understanding the historical and social 

backgrounds of each work, students will become able to draw upon their scholastic knowledge to read the literary works rather 

than their own arbitrary interpretations. 

 The following syllabus lists the important authors of each wave of literary history, but classes will cover a wider range of 

authors than what is listed on the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、南北戦争後のアメリカ社会 

2. リアリズム（１）：Mark Twain を中心に 

3. リアリズム（２）：Henry James を中心に 

4. フェミニズムと文学（１）：Kate Chopin を中心に 

5. フェミニズムと文学（２）：Mary W. Freeman & Charlotte Perkins Gilman  

6. モダニズム（１）：F. Scott Fitzgerald を中心に 

7. モダニズム（２）：William Faulkner を中心に 

8. モダニズム（３）：Ernest Hemingway を中心に 

9. アメリカ演劇：Tennessee Williams を中心に 

10. 人種とアメリカ文学（１）：Bernard Malamud を中心に 

11. 人種とアメリカ文学（２）：Toni Morrison を中心に  

12. ポストモダン：Raymond Carver を中心に 

13. 学期の振り返り 

14. 授業内期末試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』  』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻』、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM307／文学講義 ７ 

(Lectures on Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
川端 康雄(KAWABATA YASUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「産業化（工業化）」、「文化」、「芸術」、「社会」、「階級」、「デモクラシー」――これらをキーワードとして、イギリス 19 世紀および

20 世紀の代表的な散文を取り上げ、文学者が筆によって同時代の問題群にどのように介入したかを検討する。 

 

Industrialization, culture, art, society, social class, democracy -- Using the aforementioned keywords, this course will cover 

iconic works of prose and explore how significant 19th and 20th century British literary figures addressed the issues of their 

time through with their pens. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は 19 世紀、とくにヴィクトリア朝時代の著述家のなかからトマス・カーライル、ジョン・ラスキン、ウィリアム・モリス、オスカー・

ワイルドらの批評、後半では 20世紀に進み、E. M. フォースター、D. H. ロレンス、T. S. エリオット、ジョージ・オーウェル、レイモ

ンド・ウィリアムズらの批評を取り上げ、イギリス近現代における「文化と社会」の批評の系譜を辿る。 

 

Students will study the history of cultural and social commentary in the modern UK beginning with 19th century, particularly 

Victorian Era writers such as Thomas Carlyle, John Ruskin, William Morris, and Oscar Wilde during the first half of the course 

before moving onto 20th century figures such as E.M. Forster, D.H. Lawrence, T.S. Elliot, George Orwell, and Raymond Williams 

during the second half the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―キーワードの確認 

2. 中世主義と産業化批判―トマス・カーライル『過去と現在』(1843) 

3. 芸術をとおしての社会批評―ジョン・ラスキン「ゴシックの本質」(1853) 

4. 唯美主義と不可知論―ウォルター・ペイター『ルネサンス』結論 (1873) 

5. レッサー・アーツの思想―ウィリアム・モリス『芸術への希望と不安』(1882) 

6. 唯美主義と社会主義―オスカー・ワイルド「社会主義下の人間の魂」(1891) 

7. 日常生活のなかの奇跡―チェスタトン「おとぎの国の言語学」(1908) 

8. 「マモン神」への抵抗―Ｄ．Ｈ．ロレンス「ノッティンガムと炭坑のある田園地帯」(1930) 

9. 自由主義と全体主義―E. M. フォースター「民主主義に万歳二唱」（1938） 

10. 民衆文化研究の源流―ジョージ・オーウェル「ドナルド・マッギルの芸術」（1941）） 

11. ディストピアの言語学―ジョージ・オーウェル「政治と英語」(1945) 

12. エリート文化と民衆文化―Ｔ. S. エリオット『文化の定義にむけての覚書』（1948 

13. 共通文化を求めて―レイモンド・ウィリアムズ「文化とはふつうのもの」（1958） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では、イギリスの 19～20世紀の批評散文について広く講義するが、なかでも産業化の進展によって大きく変化を遂げたイ

ギリスの社会と文化の問題について考える。これらの学修に 60時間を要する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を配布する。  

 

参考文献（Readings） 

1. 大貫隆史・河野真太郎・川端康雄編、2013、『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』、研究社 (ISBN:4767434726) 

2. 川端康雄、2013、『葉蘭をめぐる冒険』、みすず書房 (ISBN:4622077213) 

3. 川端康雄、1998、『オーウェルのマザー・グース』、平凡社 (ISBN:4582841848) 
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4. ジョン・ラスキン、2011、『ゴシックの本質』、みすず書房 (ISBN:4622076357) 

5. ウィリアム・モリス、2013、『ユートピアだより』、岩波書店 (ISBN:4003590317) 

6. ジョージ・オーウェル、2009、『動物農場』、岩波書店 (ISBN:4003226240) 

7. レイモンド・ウィリアムズ、2008、『文化と社会』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623052141) 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視聴覚資料を随時利用する。  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1063 - 

■AM308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM308／文学講義 ８ 

(Lectures on Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス (および旧イギリス植民地) の広い意味での現代小説から、人間の老いと死 (を見据えた生き方) を考察する四人の作

家の作品を取り上げ、詳しく解説することで、高齢化社会においてますます切実な問題となりつつある ageing の問題と文学の関

わりへの視座を獲得してもらう。 

 

This course will cover the modern novels of four authors from the UK (and former British colonies) and consider the meaning of 

human aging and death (or lifestyle focused on death). By thoroughly understanding the works, students will gain a new 

perspectives on the increasingly present issues of aging and aging society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Memento Mori (Muriel Spark, 1959)、 An Artist of the Floating World (Kazuo Isiguro, 1986)、Age of Iron (J. M. Coetzee, 1990)、

Elizabeth Is Missing (Emma Healey, 2014) という、いずれも老いと直面してさまざまな形で動揺する人間たちを題材としつつ、そ

れぞれに際立った個性を持つ作品の重要部分をプリントで配布し、その語りのあり方を検討してゆく。また、作品全体が持つ社会

的・文化的背景にも言及する。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを提出してもらう。レスポンスペーパーには、必ず「作品理解を進めるために質問してみたい点」

を書き添えること。特に有意義な質問は次の回の授業で紹介し、その回のレスポンスペーパーで各人に答えてもらう。 

 

Students will read selections from Memento Mori (Muriel Spark, 1959), An Artist of the Floating World (Kazuo Ishiguro, 1986), 

Age of Iron (J.M. Coetzee, 1990), and Elizabeth Is Missing (Emma Healey, 2014). Each of these works directly faces the issue of 

aging through the varied trials and tribulations of their characters. After reading the printed, important sections of each of these 

unique works, students will consider the lessons each story is trying to convey. In addition, time will be dedicated to 

understanding the social and cultural backgrounds that each literary work shares. 

 

All students will turn in response papers several times over the duration of the course. Students will also be required to attach 

questions they would like to ask to enhance their understanding of the works to their response papers. Particularly interesting 

questions will be introduced in the next class, and students will be asked to answer those questions in the response paper for 

that class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Muriel Spark, Memento Mori を読む (1) 

3. Muriel Spark, Memento Mori を読む (2) 

4. Muriel Spark, Memento Mori を読む (3) 

5. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (1) 

6. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (2) 

7. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (3) 

8. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (1) 

9. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (2) 

10. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (3) 

11. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (1) 

12. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (2) 

13. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (3) 

14. 最終テストと全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの学生を当て、質問したり、発言してもらったりするようにしたい。そのため、プリントで配られた箇所の丹念な予習は

必須。また、作品の全体も、翻訳でもよいのであらかじめ読んでおいてください (Elizabeth Is Missing だけは翻訳がないが、ぜひ
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原文でチャレンジしてもらいたい)。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. ミュリエル・スパーク、2015、『死を忘れるな』、白水 Uブックス (ISBN:9784560072028) 

2. カズオ・イシグロ、2006、『浮世の画家』、ハヤカワ epi 文庫 (ISBN:9784151200397) 

3. J・M・クッツェー、2008、『鉄の時代』、河出書房新社 (ISBN:9784309709512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM309／文学講義 ９ 

(Lectures on Literature 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 みかよ(SAKUMA MIKAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、文学作品から多様な文化を知ることである。到達目標は、アメリカの文学・文化について深い理解と洞察力を得るこ

とである。１８世紀にイギリスから独立した新しい民主主義国家アメリカの国民文学が描くアメリカ人像の特徴をアメリカン・キャラ

クターとして分析し、現代のアメリカ文化に与えた影響を理解する。 

 

The goal of this course is to understand different cultures through studying their literary works. Upon concluding the course, 

students will have gained deep insight into American literature and culture. Specifically, students will analyze the unique 

characteristics of “American character”, the ideal of the new American nation that declared independence from the British in 

the 18th century, and study its influence on modern American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカン・キャラクターを１９世紀の作品を中心に、どんなヒーローが創造されたか、実在の人物をモデルにとったものも参照しな

がら、そのヒーロー像あるいはダークヒーローの系譜について講義と映像とディスカションで進める。まず、アメリカン・キャラクター

ついて１９世紀を代表する知識人エマソンの定義から検討し、実在の人物としては、ワシントン大統領、トマス・ジェファソン、リンカ

ーン、また作品上のヒーローとしては、エイハブ船長、バートルビー、作家像としては独自の道を選んだ詩人エミリー・ディキンソ

ン、そしてダークヒーローを生み出したポー、講演・小説で国民的作家となったトウェインについて考察する。 

 

Focusing on works from the 19th century, students will study the American character and how American heroes and dark 

heroes are portrayed by referencing the historical figures from which they are inspired through lectures, visual media, and 

discussions. Study of the American character will begin with the definition offered by iconic 19th century thinker Emerson 

before moving onto real historical figures such as George Washington, Thomas Jefferson, and Abraham Lincoln. Students will 

also analyze literary heroes such as Captain Ahab and Bartleby in addition to literary figures such as the highly original poet 

Emily Dickinson, the creator of the dark hero Edgar Allen Poe, and nationally famous novelist and lecturer Mark Twain. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エマソンの定義するキャラクターとはー「アメリカン・スカラー」 

2. アメリカン・ヒーロー 

ワシントンとハミルトン 

3. アメリカン・ヒーローとしての大統領 

リンカーン  

4. アメリカン・ダークヒーロー：メルヴィルの描くエイハブ 

5. 映画におけるエイハブ 

6. 孤独なヒーロー 資本主義に抵抗するバートルビー 

7. エミリー・ディキンスン映画『静かなる情熱』からみる内なる決意と名声 

8. メルヴィルの描く無垢な主人公: Billy Budd 

9. Billy Budd ―バラッドからオペラへ 

オペラ『ビリー・バッド』 

10. エドガー・アラン・ポーとセレブリティ文化 ポーの自伝的映画 

11. ポーの恐怖小説のヒーロー 

12. ポーの探偵小説のヒーロー 

13. 講演者ーマーク・トウェイン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予・復習として配布されたプリントを中心に１時間以上行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/授業内活動(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史 上』、岩波書店 (ISBN:9784000220972) 

2. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史 上』、岩波書店 (ISBN:9784000220989) 

3. 渡辺利雄、2007、『アメリカ文学史講義』、研究社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM310／文学講義 １０ 

(Lectures on Literature 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 みかよ(SAKUMA MIKAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の学習項目は、アメリカの歴史・社会・文化を文学作品・映像から理解することである。１９世紀の作家の小説を中心とそ

れらを元に作られた映像から現代文化に与えた影響を理解する。 

 

This course will focus on understanding American history, society, and culture through its literary works and visual media. 

Students will study the influence of 19th century novels and their film adaptations on modern American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史を歴史として語り継ぐためには、物語（ストーリー）が必要である。そしてそのストーリーは人々の記憶となり、やがて歴史とな

るという循環をする。その際にストーリーで成り立つ小説はどんな役目をはたしか。エドガー・アラン・ポーは評論において文学の

役目は taste を表現することであり、それは pure intellct（科学）と moral sence（宗教）と並ぶものとした。taste を持ったストーリー

が歴史的事象をどのように表現したか、１９世紀を中心として文学作品とその映像作品を鑑賞し、ディスカッションすることで考察

する。 

 

Passing on history from one generation to the next requires a story. It is the story that remains in the memories of people, and 

eventually, those stories become history itself completing the cycle. So what role do novels play in forming these stories? 

Through his commentary, Edgar Allen Poe fulfilled literature’s role in expressing “taste” in written form; “taste” being equal to 

pure intellect (science) and moral sense (religion). Students will consider how stories with taste portrayed historical events 

through reading literary works from the 19th century, viewing the film adaptations, and engaging in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 記憶される独立期の女性ー感傷小説の女性像 イライザ・ウオートン 

3. アメリカ独立戦争 無名の戦士を記憶する 

アメリカ独立戦争 ハーマン・メルヴィルの『イズラエル・ポッター』１ 

4. アメリカ独立戦争 無名の兵士を記憶する 

アメリカ独立戦争 ハーマン・メルヴィルの『イズラエル・ポッター』２ 

5. 独立戦争と記憶 

日本の無名兵士の記憶との比較『壬生義士伝』 

6. 宗教と熱狂の記憶１ 

１７世紀の魔女裁判 とホーソーン 

7. 宗教と熱狂の記憶２ 

 『るつぼ』マッカーシズムへの系譜 

8. 宗教と熱狂の記憶３ 

『エルマー・ガントリー』 現代のメガチャーチへの系譜 

9. 恐怖の記憶１ 

ポーのホラー小説の１９世紀的意味 

10. 恐怖の記憶２ 

ラフカディオ・ハーンの怪談と近代日本の記憶 

11. 恐怖の記憶３ 

日系移民と強制収容所 Snow Falling on the Cedars 

12. 恐怖の記憶４ 

戦争とトラウマ 

13. 過去を取り戻すこと 

ユダヤ人の場合 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業中に言及した映画・作品で授業内で紹介できないものは、各自鑑賞し概要をまとめること。予復習には２時間以上かけるこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/授業内活動(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史  上』、岩波書店 (ISBN:9784000220972) 

2. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史  下』、岩波書店 (ISBN:9784000220989) 

3. Herman Melville. 2008. Israel Potter. Penguin 

4. Shelley Fishkin. 2002. A Historical Guide to Mark Twain. Oxford UP 

5. Lafcadio Hearn. 2011. Kwaidan. Tuttle 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM311／文学講義 １１ 

(Lectures on Literature 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 渉(SASAKAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・英詩で用いられる様々な形式と表現を理解することができる 

・詩の分析を通じて同時代の歴史、政治、宗教、文化などの背景を理解することができる 

・他の文学作品との関連を見出すことができる 

 

・Students will be able to understand the structures and forms of expressions of British poetry. 

・Students will be able to understand a poem’s historical, political, religious, cultural, etc. background by analyzing its text. 

・Students will be able to discover connections to other literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、初期近代から２０世紀までのイギリス詩を取り上げ、「詩」を精読することの楽しさを体験し、その楽しさを文学研

究としてのレベルに到達させるための視座を養うことを目指します。 

 各回主に一人の詩人に焦点をあてて授業を進めます。また、他の詩人によって書かれた共通するテーマを描いた作品との比較

も行います。作者の伝記的事実、詩型や修辞法、その作品が書かれた時代背景などのコンテクストを視野に入れることで、どの

ような解釈が可能であるのかを考察し、作品を深く理解することを目指します。 

 授業では、作者や時代背景について講義をした後、作品の読解に入ります。受講者は指定の作品についての疑問点や問題点

をあらかじめ考えておいてください。 

 

 The goal of this course is to cultivate the insight necessary for literary research and the joy of literary study as well as turn 

that joy into literary pursuits through conducting intensive readings of British poetry from the early modern era leading into the 

20th century. 

 Each class session will focus on an individual poet. Their works will be compared with poems written by poets with similar 

themes. By teaching each writer’s biographical history, poetic form, rhetoric, historical background, and other contextual 

information, this course aims to help students consider the potential for in-depth interpretation of literature and gain a deep 

understanding of the works covered in this course. 

 In class, students will read each work after learning about the author and their historical background through a lecture. 

Students are expected to prepare any unclear points or issues regarding the work before coming to class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

バラッド （Robert Burns） 

2. アイルランド文芸復興運動 （W. B. Yeats） 

3. アイルランドの風景と少年時代 （Seamus Heaney） 

4. 詩人の詩人 （Edmund Spenser） 

5. 湖水地方の自然 （William Wordsworth） 

6. 理想美の追求 （John Keats） 

7. ヴィクトリア朝の女性 （Christina Rossetti） 

8. アーサー王伝説 (Alfred Tennyson) 

9. 騎士道ロマンス （Geoffrey Chaucer） 

10. 共和制下の詩集 

11. キリスト教叙事詩 (John Milton) 

12. ルネサンス期のソネット (William Shakespeare) 

13. 形而上詩人 （John Donne） 

14. モダニズム (T. S. Eliot) 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前にその日の作品を精読し、あらかじめ与えられた疑問点について事前に考えておくことを求めます。また、授業後には作
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品についての受講者のコメントを読みながら作品を再読し、さらに理解を深めるように努めてもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリアクションペーパー(30%)/小テスト(30%) 

2/3 以上出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

平井正穂編, 『イギリス名詩選』（岩波書店, 1991）; John Lennard, ed., The Poetry Handbook, 2nd edn (Oxford UP, 2006); 作家毎

の Cambridge Companion シリーズ。 

その他の文献についても授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作品を精読するとともに、視聴覚教材も適宜用いながら作品の理解を深めます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM312／文学講義 １２ 

(Lectures on Literature 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
富山 英俊(TOMIYAMA HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ 1950 年代以降の詩人たち、またポピュラー音楽の分野の歌う詩人たちの作品を鑑賞し、その言語表現の特徴を理解し、

その時代背景を把握する。 

 

This course will explore the unique characteristics of forms of expression and the contextual background of American poetry 

and popular music from the 1950’s onward through reading literary works of the musical figures of the time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いわゆる詩人としては第二次大戦後のアメリカ詩を主導した Robert Lowell の 50 年代の作品と、その当時に登場したいわゆるビ

ート派を代表する Allen Ginsberg の初期の代表作を読む。また重要な女性詩人 Elizabeth Bishop の作品も扱う。歌う詩人として

は、60 年代に登場して今日まで旺盛な活動を続ける Bob Dylanの作品を聴き・読むが、また Neil Young、Joni Mitchell などの諸

作品を聴き、読み解いていく。ことばの意味を自在に圧縮伸張する独特の表現の世界を味読すると同時に、20 世紀後半以降の

アメリカ社会史・精神史の背景を紹介・確認する。米ソ冷戦、公民権運動、ベトナム戦争、対抗文化、その後の保守化といった趨

勢を把握してもらいたい。 

 

Students will study the works of iconic post-WWII America poet Robert Lowell from the 1950’s. In addition, students will also 

read the beginning works of Allen Ginsberg, a representative figure of the Beatnik movement in motion at the same time. Works 

by significant female poet Elizabeth Bishop will also be included in study. As for poetic singers, students will listen to and the 

read the works of Bob Dylan, who rise to popularity in the 1960’s and still enjoys a prolific career, as well as Neil Young, Joni 

Mitchell, and other musical figures. This course will teach students how to enjoy the literary expressions of the era when poets 

freely compressed and expanded the meaning of language and introduce the social and intellectual context of America in the 

latter half of the 20th century. Students will learn about the Cold War, the Civil Rights Movement, the Vietnam War, 

counterculture, the rise of conservatism, and other social trends that swept the nation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Robert Lowell① 

3. Robert Lowell② 

4. Allen Ginsberg① 

5. Allen Ginsberg② 

6. Bob Dylan① 

7. Bob Dylan② 

8. Bob Dylan③ 

9. Neil Young① 

10. Neil Young② 

11. Joni Mitchell① 

12. Joni Mitchell② 

13. Elizabeth Bishop① 

14. Elizabeth Bishop② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

[予習]授業時に配布したプリントの指定箇所を予習すること。 

[復習]授業内容を整理把握し、作品をさらに鑑賞し理解を含めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント配布。 

 

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） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM313／文学講義 １３ 

(Lectures on Literature 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 1 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演という側面からシェイクスピア戯曲を考察し，あわせて西洋演劇史に関する基礎的な知識を習得する。 

 

Students will consider Shakespeare plays from a performance aspect in addition to gaining basic knowledge of Western 

theatrical history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピア戯曲の上演史を概観し，台本，演戯スタイル，劇場形態の変遷を概説する。また，日本から世界に発信されたシェ

イクスピア上演にも言及する。 

 

Students will conduct an overview of Shakespeare plays’ performance histories, scripts, theatrical style, and changes in theater 

shape. Students will also learn about Shakespeare performances originating in Japan that were later exported abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イングランド中世演劇の世界 

2. シェイクスピアの劇場（１）――シェイクスピア登場前夜（１） 

3. シェイクスピアの劇場（２）――シェイクスピア登場前夜（２） 

4. シェイクスピアの劇場（３）――劇場と上演 

5. シェイクスピアの劇場（４）――ハムレットの演劇論 

6. 王政復古と劇場再開 

7. １８世紀――「スター」誕生 

8. １９世紀――スペクタクルの時代とロマン派のシェイクスピア崇拝 

9. 演出家の世紀（１）――リアリズムと反リアリズム 

10. 演出家の世紀（２）――古典の現代化 

11. 演出家の世紀（３）――「プリテクスト」としてのシェイクスピア 

12. 日本からの発信（１）――鈴木忠志 

13. 日本からの発信（２）――蜷川幸雄 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては、評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安西徹雄、1985、『シェイクスピア劇四〇〇年――伝統と革新の姿』、日本放送出版協会 (ISBN:4-14-001483-0) 

2. 小林潤司ほか、2014、『シェイクスピア――古典文学と対話する劇作家』、松籟社 (ISBN:978-4-87984-324-1) 

3. 鹿児島近代初期英国演劇研究会、2018、『王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集』、九州大学出版会 (ISBN:978-4-7985-

0224-3) 

4. 上坪正徳、2017、『シェイクスピアとロマン派の文人たち』、中央大学出版部 (ISBN:978-4-8057-5231-9) 

5. 川島健、2016、『演出家の誕生――演劇の近代とその変遷』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-7047-8) 

6. マイケル・ボグダノフ、2005、『シェイクスピア ディレクターズ・カット――演出家が斬る劇世界』、研究社 (ISBN:4-327-47209-

3) 
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7. 米谷郁子ほか、2011、『今を生きるシェイクスピア――アダプテーションと文化理解からの入門』、研究社 (ISBN:978-4-327-

48159-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM314／文学講義 １４ 

(Lectures on Literature 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 2 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義の目標は以下の２つです。 

１ シェイクスピアの戯曲を英語と日本語訳で読みながら、特定の台詞や場面の意味が解釈できる。 

２ シェイクスピア演劇の上演や映画化を観たときに、特定の場面の演出に、演出家や映画監督のどのようなテクスト解釈や演出

意図が反映されているか考えることができる。 

 

This course aims to achieve the following 2 goals: 

1 Teach students how to interpret the meaning of specific lines and scenes from Shakespeare plays while reading the scripts in 

both English and Japanese. 

2 Enable students to consider what interpretations theater producers and film directors drew from the text based on what is 

being shown to the audience during specific scenes when viewing theater productions or film adaptations of Shakespeare plays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義のテーマは、「シェイクスピアと現代文化～Shakespeare Meets Contemporary Culture」です。2016 年は、イギリスの劇作家

ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616 年）の没後 400 周年に当たりますが、シェイクスピアの演劇の人気は、彼がロンドンの劇

壇で活躍していた頃からほぼ 400 年以上経った現在でもまったく衰えることなく、本国イギリスのみならず、全世界で毎年上演さ

れ、さらに続々と映画化されています。この講義では、シェイクスピアの演劇の映画版や上演のヴィデオや DVD を観ながら、シェ

イクスピアの原書と翻訳を読みながら、講義していきます。この講義では、シェイクスピア演劇の四大ジャンルをすべて網羅しま

す。「喜劇」の中からロマンティック・コメディの代表作と呼ばれている『十二夜』を、「歴史劇」の中から『ヘンリー五世』を、悲劇の

中から『オセロー』を、ロマンス劇の中から『冬物語』を選んで講義します。 

 

The theme of this course is “Shakespeare Meets Contemporary Culture”. 2016 marked the 400th year anniversary of the death 

of British playwright William Shakespeare (1564-1616), and the popularity of his works and their prominence in London’s theater 

scene have yet to wane in the over 400 years since their debut. Shakespeare’s works still feature in theater productions every 

year in both the UK and other countries worldwide in addition to the steady flow of film adaptations. In this course, students will 

watch DVDs of film adaptations and theater productions of Shakespeare’s works as well as read both their original texts and 

translations. The selection of Shakespeare works will feature all four major genres. Twelfth Night is the comedy selection for 

this course, and it is highly appreciated as Shakespeare’s representative romantic comedy. Students will also read Henry V of 

Shakespeare’s histories, Othello of Shakespeare’s tragedies, and The Winter’s Tale from Shakespeare’s late romances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映画に現れる映像の文法とは 

2. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（１）女優による〈男装するヒロインの演技〉 

3. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（２）喜劇のエンディングの問題性 

4. 『十二夜』第１幕、第２幕講義 

5. 『十二夜』第３幕、第４幕、第５幕講義 

6. 『オセロー』第１幕、第２幕講義 

7. 『蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第１幕、第２幕鑑賞 

8. 『オセロー』第３幕講義 

9. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第３幕鑑賞 

10. 『オセロー』第４幕講義 

11. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第４幕鑑賞 

12. 『オセロー』第５幕講義 

13. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第５幕鑑賞 

14. 総括――近年のシェイクスピア劇の上演と映画化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 
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復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リスポンス・ペーパー兼出席票(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。出席の取り扱いについては、就職活動等につ

いては考慮する場合があります。 毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行いま

す。すべての項目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていな

いシートは、平常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Margreta De Grazia et al.、2010、『The New Cambridge Companion to Shakespeare  』』、Cambridge University Press 

(ISBN:0521713935) 

2. 喜志哲雄、2008、『シェイクスピアのたくらみ』、岩波書店 (ISBN:4004311160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM316／文学講義 １６ 

(Lectures on Literature 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評・理論 2 

担当者名 

（Instructor） 
秦 邦生(SHIN KUNIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の到達目標は次の通りです。（１）二〇世紀初頭以降の批評理論の展開について概略的な知識を得る。（２）それぞれの

理論の基本的発想を知り，重要な用語については深く理解する。（３）授業で学んだ理論を応用する。 

 

The objectives of this course are as follows: (1) Provide students with basic knowledge of the development of critical theory 

from the early 20th century. (2) Help students understand the fundamental ideas of each theory and develop their 

understanding of important vocabulary. (3) Teach students to apply these theories in class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，入門者向けに，批評理論の展開に貢献してきた代表的な批評家・思想家・専門用語などについて一般的な解説を

行いつつ，文学・文化テクストをより深く読むための方法論を追求します。「文学講義１６」では主に作品を外在的な観点から深く

読むためのさまざまなアプローチをとりあげます。 

 

This introductory course will introduce students to significant writers and thinkers as well as technical terms and explain their 

contributions to the development of critical theory. Students will also learn about reading methodologies to enhance their 

understanding of literature and literary text. Lecture on Literature 16 will mainly cover deep reading approaches of the works 

from an external perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 批評理論とは何か（外在的アプローチ） 

2. 精神分析批評の方法（１） 

3. 精神分析批評の方法（２） 

4. 精神分析批評の方法と解釈の具体例 

5. マルクス主義批評の方法（１） 

6. マルクス主義批評の方法（２） 

7. マルクス主義批評の方法と解釈の具体例 

8. フェミニズム批評の方法 

9. フェミニズム批評の方法と解釈の具体例 

10. クィア批評の方法 

11. クィア批評の方法と解釈の具体例 

12. ポストコロニアル批評の方法（１） 

13. ポストコロニアル批評の方法（２） 

14. ポストコロニアル批評の方法と解釈の具体例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に配布するプリントの予習・復習など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業中に随時実施するコメントシート(20%) 

単位評価の対象となるためには、前提として全授業の８割以上の出席を必須とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋洋一編、2006、『現代批評理論のすべて』、新書館 (ISBN:978-4403250873) 

その他は初回授業中に文献表を配布して指示します。 

 



 - 1078 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業での出席、事前・事後学習のみならず、授業内で配布する参考文献リストなどを積極的に読み進めると理解が深まる

でしょう。なお、出席態度の悪い学生や、目立った遅刻などには対しては厳正に対処します。授業には緊張感をもって臨んでくだ

さい。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM317／文学講義 １７ 

(Lectures on Literature 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 1 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１ イギリスやアメリカの音楽劇やミュージカルの映画化や上演ＤＶＤを観ながら、登場人物の造型、物語のプロットや挿入歌の歌

詞とメロディやダンス・パフォーマンスへの注目を通じて、作品の理解を深められる。 

２ 映画や上演ＤＶＤを観たときに、映画監督もしくは演出家や振り付け師や撮影監督がどのようにミュージカルの文法を踏まえ

て、映像や上演を構成しているか、そしてそこにどのように監督や演出家の演出意図が反映されているか考えることができる。 

 

1 Students will deepen their understanding of British and American works of musical theater through watching DVDs of stage 

productions and film adaptations of them while observing the portrayal of characters, plot points, the meaning of lyrics and 

melodies in musical numbers, and dance performances. 

2 Students will learn to consider how the director, performers, choreographer, and director of photography constructed the 

musical for the stage or screen based on the syntax of musicals and observe how the film director’s or stage director’s 

intentions are being reflected in the production. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「英米の音楽劇とミュージカルの文化史」 

 今年度の講義では、18 世紀前半から 20 世紀後半にイギリスやアメリカにおいて上演された音楽劇とミュージカルを概観しなが

ら、それぞれの音楽劇とミュージカルのテクストのジャンルやテーマの変容に注目します。適宜イギリスの詩についても参照しま

す。ミュージカルというと、日本では劇団四季のミュージカルがもっとも有名であり、劇団四季のミュージカルならば上演を観たこと

がある学生諸君も多いでしょう。しかし、英米のミュージカルの歴史を振り返ってみると、劇団四季が取り上げていないミュージカ

ルにも数多くの傑作が存在します。この講義では、音楽劇とミュージカルの歴史を振り返ってさまざまな作品を紹介するつもりで

す。一学期の受講を通じて、ミュージカルにまったく馴染みのない学生諸君でも、ミュージカルの登場人物やプロットのパターン、

さらには挿入歌の歌詞とメロディやダンス・パフォーマンスへの注目を通じて、ミュージカルの新たな見方や解釈の方法（ミュージ

カル・リテラシー）が身に付くようになるはずです。 それから、毎回の講義では冒頭で毎回異なる映画について紹介する時間を設

け、学生諸君の映画の見方を深めたいと思っています。 

 

The theme of this course is “The Cultural History of British and American Musical Theater and Musicals”. 

 In this academic year’s course, students will conduct an overview of musicals and musical theater in the UK and America 

from the early 18th century through the late 20th century paying close attention to changes in text, genre, and theme trends. 

The course will also reference British poetry when applicable. When considering musicals in Japan, the musical productions of 

the Shiki Theatre Company are the most famous in the country. It is likely that many students in this course will have seen a 

Shiki Theatre Company musical before. However, when reviewing the history of musicals in the UK and America, there are many 

musical masterpieces that the Shiki Theatre Company has yet to produce as well. This course aims to introduce students to 

the history of musical theater and musicals as well as introduce some of the genre’s significant works. Through this single 

semester course, even students with no prior experience with musicals will be able to experience new ways to enjoy and 

interpret (musical literacy) through closely observing characters, plot patterns, songs, lyrics, melodies, and dance performances. 

Each lecture will begin with an introduction of the film students will be watching in order to deepen their understanding of how 

to watch the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――ミュージカルとミュージカル映画の相違について 

2. ジェームズ・ホエールミュージカル映画『ショウボート』（1936 年）鑑賞（１）――このミュージカルの革新性 

3. ジェームズ・ホエールミュージカル映画『ショウボート』（1936 年）鑑賞（２）―― “Make Believe”などの挿入歌の効果 

4. ジェローム・カーン作曲オスカー・ハマースタイン２世作詞のミュージカル『ショウボート』（1927 年）講義（１）――人種問題の

表象 

5. ジェローム・カーン作曲オスカー・ハマースタイン２世作詞のミュージカル『ショウボート』（1927 年）講義（２）――挿入歌の効

果 

6. アントニー・アスキス、レスリー・ハワード監督映画『ピグマリオン』（1938 年）鑑賞 

7. 『ピグマリオン』とミュージカル映画『マイ・フェア・レディ』（1964 年）の比較検討１――階級制度の表象 

8. 『ピグマリオン』とミュージカル映画『マイ・フェア・レディ』（1964 年）の比較検討２――挿入歌の歌詞の意味 
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9. 『ピグマリオン』とミュージカル映画『マイ・フェア・レディ』（1964 年）の比較検討３――エンディングの相違の意味 

10. ロブ・マーシャル監督のミュージカル映画『シカゴ』鑑賞（１）――ショー・ビジネスの街としてのシカゴの表象 

11. ロブ・マーシャル監督のミュージカル映画『シカゴ』鑑賞（２）――ロキシー・ハートとヴェルマ・ケリーのコントラスト 

12. ジョン・カンダー作曲フレッド・エッブ作詞のミュージカル『シカゴ』（1975 年）講義――演出家ボブ・フォッシーのスタイル 

13. ジョン・カンダー作曲フレッド・エッブ作詞のミュージカル『シカゴ』（1975 年）講義――1920 年代の社会表象の意味と全体の

まとめ 

14. 総括――近年の音楽映画とミュージカル映画について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、あらかじめミュージカル映画を観て、その特徴を把握しておくことが求められます。 

復習としては、ミュージカル映画がそれぞれの場面や台詞や歌をどのように演出しているのかを把握し、その意味の相違につい

て解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席票と授業内リスポンス・ペーパーの評価(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。出席の取り扱いについては、就職活動等につ

いては考慮する場合があります。  毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行いま

す。すべての項目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていな

いシートは、平常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 喜志哲雄、2006、『ミュージカルが“最高”であった頃』、晶文社 (ISBN:978-4794967039) 

2. 小山内伸、2007、『進化するミュージカル』、論創社 (ISBN:978-4846006310) 

3. 小山内伸、2016、『ミュージカル史』、中央公論新社 (ISBN:978-4120048616) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM318／文学講義 １８ 

(Lectures on Literature 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 2 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇という表現形態に親しみ，アメリカ演劇の歴史とその特徴について基礎的な知識を身に付けること。 

 

This course aims to introduce students to theater as a form of expression and provide basic knowledge of American theatrical 

history and American theater’s unique characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋演劇の展開を概観したうえで，アメリカ演劇の代表的な作家を取り上げ，その経歴，作品の概要等を講義する。西洋演劇の

伝統にアメリカ演劇を位置付けたうえで、その特徴を明らかにする。できる限り視聴覚資料も活用し，「見る」講義でもあるよう工

夫する。 

 

Students will conduct an overview of the historical development of western theater before studying significant works of 

American theater, their histories, and summaries through lecture. Students will also discover how American theater fits into the 

wider tradition of western theater as well as what makes American theater unique. As much as possible, this course will utilize 

audio-visual materials to construct multimedia lectures for the students to experience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋演劇史（１）――ギリシア悲劇 

2. 西洋演劇史（２）――シェイクスピア 

3. 西洋演劇史（３）――近代劇 

4. R・タイラー 

5. E・オニール 

6. L・ヘルマン 

7. T・ワイルダー 

8. T・ウィリアムズ（１） 

9. T・ウィリアムズ（２） 

10. A・ミラー（１） 

11. A・ミラー（２） 

12. N・サイモン 

13. D・H・ホアン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また出来るだけ劇場に足を運んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM319／文学講義 １９ 

(Lectures on Literature 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世英文学 

担当者名 

（Instructor） 
不破 有理(FUWA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アーサー王伝説とは：現代のファンタジー作品の世界観を築いたといわれるアーサー王伝説を、英国の王権の歴史と関係付けな

がらその概要を学ぶことを目標とします。 

 

In this course, students conduct an overview of the legend of King Arthur, said to be the inspiration for modern fantasy world-

building, and its historical connection to British royal tradition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーサー王伝説は西欧においてもっともよく知られた伝承です。そもそも「アーサー王」は実在したのでしょうか。本講義では、現

存最古の写本などの文献資料のほか、アーサー王伝説ゆかりの歴史的遺物、ラファエロ前派の絵画や現代の映画作品などの

視覚資料を用いながら、どのように今日伝わるアーサー王物語が形成されるに至ったのか、およそ 1500 年間にわたるアーサー

王伝承の変容の様相を概観します。毎回、課題をリアクションペーパーでまとめ、次回の講義につなげ、理解を深めます。 

 

The legend of King Arthur is Western Europe’s most well-known piece of folklore. But did King Arthur ever exist? In this course, 

students will utilize the oldest existing manuscript and other literary materials, historical relics, works from the pre-Raphaelite 

Brotherhood, modern film adaptations, and other visual media to study the formation of the modern interpretation of the legend 

of King Arthur and its transformation in the over 1500 years of its existence. Each class, students will summarize their thoughts 

of the topics discussed during that class in a reaction paper and use that paper to deepen their understanding of the next class’ 

topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：英国とは アーサー王伝説とは 

2. アーサー王は実在したのか：ウェールズ伝承とラテン語年代記 

3. ノルマン征服とアーサー王伝承：ウェールズの聖人伝 

4. ジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth) 『ブリタニア列王史』 

5. 円卓の登場：ワース (Wace)とラヤモン(Layamon) 

6. 聖杯伝説の誕生:  クレチアン・ド・トロワ(Chrétien de Troyes) 

7. グラストンベリー伝説とアーサー 

8. 14 世紀のアーサー王物語：頭韻詩『アーサーの死』 

9. 『サー・ガウェインと緑の騎士』 

10. テューダー朝におけるアーサー王： 

サー・トマス・マロリー(Sir Thomas Malory)の『アーサー王の死』 

11. アーサー王伝説の衰退と復活：『アーサー王の死』の出版史から 

12. アーサー王、復活：アルフレッド・ロード・テニスン(Alfred Lord Tennyson) の”The Lady of Shalott” 

13. テニスンの『国王牧歌』とラファエル前派の絵画、そして漱石へ 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義要綱に掲載した参考文献および授業内で提示する文献を授業前後に読んでおくことが望ましい。毎回ミニ課題を設定する

ので、講義のみならず、関連文献を読み、理解を深めて次回の講義につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 青山吉信、1985、『アーサー伝説』、岩波書店 

2. アンヌ・ベルトゥロ、1997、『アーサー王物語』、創元社 

3. ジェイムズ・ノールズ、2000、『アーサー王物語』、偕成社文庫 

4. ジェフリ・オブ・モンマス、2007、『ブリタニア列王史』、南雲堂フェニックス 

5. 1990-96、『フランス中世文学集』、白水社 (4 巻本) 

6. ラヤモン、1997、『ブルート』、大阪教育図書 

7. サー・トマス・マロリー、2004-07、『アーサー王物語』、筑摩書房 (5 巻本) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM320／文学講義 ２０ 

(Lectures on Literature 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 和哉(SATO 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） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．「児童文学」のテクストの背後にある歴史性・社会性・政治性について意識するようになる。 

２．イギリス児童文学を通じて、イギリス近現代の文化と社会についての基本的な知識を身につける。 

３．文学作品と作者・読者との関係や、文学作品と歴史や社会との関係について理解する。 

４．自分を取り巻くテクストのなかの歴史性・社会性・政治性について自覚的になる。 

 

1. Develop students' awareness of the historical, social, and political context of children’s literature. 

2. Provides students with basic knowledge on modern British culture and society through children’s literature. 

3. Deepen students' understanding of the relationships between the literary works, authors, and readers as well as the 

relationships of the literary works to history and society. 

4. Develop students' awareness of the historical, social, and political context of various texts they are surrounded by. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスにおける児童文学の成立から現代にいたるまでの作品のなかから、ディズニーや映画などを通じて現代の若い世代にも

親しまれている（しかし原作にはあまり触れられていない）作品をおもに選んで、それらの作品の内容と時代との関わりについて

講義する。 

 

Students will study British children’s literature from its inception to contemporary works. The texts covered in the classes will 

mainly be stories that younger generations are familiar with through Disney adaptations, or through films and so on, although 

they may be unfamiliar with the original texts. Students will particularly look at the relationship between these texts and their 

historical situations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「児童書」の成立 

3. ナーサリ・ライムズと「子ども」の誕生 

4. ナーサリ・ライムズと「イギリス的」ユーモア 

5. 『ロビンソン・クルーソ』と「冒険小説」 

6. 『ロビンソン・クルーソ』と世界史 

7. 『不思議の国のアリス』とナンセンス 

8. 『不思議の国のアリス』とヴィクトリア朝イギリス 

9. 『ピーター・パン』と作者の影 

10. 『くまのプーさん』の笑い 

11. 『くまのプーさん』と戦間期 

12. 『くまのパディントン』と多文化社会 

13. 『ハリー・ポッター』と現代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示された作品・作家について、各自で基礎的な知識を得ておく（予習）。興味を持った作品を授業外で読む（復習）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

試験は「持ち込み不可」とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに定めない。必要に応じてプリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「児童文学」というのは、実は教育・政治・社会・心理、場合によっては観光や経済とも関わることがあり、それ自体が領域横断的

です。また「イギリスらしさ」とされるようないくつかの性質にも密接に関わります。いろいろな興味の方の受講を歓迎します。 

授業はパワーポイントを使用した講義形式で、映像資料も併用します。スライドの「配付資料」のほか、引用や絵画資料なども必

要に応じてプリントで配布します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM321／文学講義 ２１ 

(Lectures on Literature 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文学 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 有美(TANAKA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１） 扱う作家、作品、及び、その背景について基本的な理解を得る。 

（２） 比較文学的アプローチを理解する上で必要な基本的な批評理論を理解する。 

（３） 特定の文化的表現が既存のカテゴリーを超えて広がり、受容され、再構築されていく様相について理解する。 

 

1) Provide basic knowledge of authors and their literary works to be covered in this course in addition to historical 

background information. 

2) Provide basic knowledge of comparative approaches to literary texts based on critical theory. 

3) Provide an understanding of global circulation of literary texts, emphasizing significant roles of their translation, 

reception, transformation and adaptation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「比較文学」という学問をご存知ですか。ひとまず、言語、国境（文化圏）、ジャンル、メディア形式、学問領域といった既存のカテ

ゴリーを積極的に横断しながら、様々な文化的な表現を考察しようとするのが比較文学と言っておきます。 

 この授業では、英語と日本語、そして、アメリカと日本という境界を越え、アメリカ文学と日本文学の関係性について新たな理解

に至ることを目指します。まず、アメリカ文学史上でも重要な位置を占める三人の作家、エドガー・アラン・ポー、ウォルト・ホイット

マン、ウィリアム・フォークナーに焦点を絞り、彼等の作品と日本文学の関わりを理解します。そして、村上春樹、日系アメリカ人作

家ルース・オゼキの作品を通して、今日的な、より複雑な関係の有り様もみていきます。各作品の関係を考察しながら、「影響」や

「受容」、「間テクスト性」、「アダプテーション」といった比較文学的アプローチを検討するために必要な批評的コンセプトについても

確認していきます。 

 

Comparative literature is a study of literature, which attempts to cross the multiple boundaries such as languages, national 

borders, culture spheres, genres and media. This course aims to provide students with a new understanding of the connections 

between American and Japanese literature beyond the boundaries. Students will begin with studying significant figures in 

American literary history such as Henry Wadsworth Longfellow, Edgar Allen Poe, Walt Whitman, and William Faulkner and 

considering the relationship between their works and Japanese literature. We also focus on the unique role of Haruki Murakami 

as a translator and an introducer of some American writers for Japanese readers. Next, students will study the impacts of 

Japanese literature on American literature through American haiku writers and Japanese-American authors including Hisaye 

Yamamoto and Ruth Ozeki. Also, students will review several critical concepts related to comparative approaches such as 

influence, reception, intertextuality, and adaptation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：比較文学的アプローチについて 

2. エドガー・アラン・ポー 

3. ポーと日本文学：萩原朔太郎と大江健三郎を中心に 

4. ウォルト・ホイットマン 

5. ホイットマンと日本文学：有島武郎を中心に 

6. 中間テスト 

7. ウィリアム・フォークナー（１） 

8. ウィリアム・フォークナー（２） 

9. フォークナーと日本文学：大江健三郎と中上健次を中心に（１） 

10. フォークナーと日本文学：大江健三郎と中上健次を中心に（２） 

11. アメリカ文学／文化と村上春樹（１） 

12. アメリカ文学／文化と村上春樹（２） 

13. 溶解する境界：ルース・オゼキ 『あるときの物語』 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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履修者の関心や授業の進度によって、扱う作家や作品を変更することがあります。 

 

予習や授業中に使用する文献については Blackboard にアップするので、各自入手して目を通してから授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM324／文学講義 ２４ 

(Lectures on Literature 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 昭子(MIZOGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ英語圏関連の文学を読み、伝統と植民地化／近代の狭間に生きる女性達の表象について知識を深め考察する。  

 

This course will deepen understanding of the image of women  at the crossroad of  tradition and colonial modernity and 

consider its significance through reading literature related to English-speaking countries in Africa.  

 

授業の内容（Course Contents） 

植民地時代の支配者の言葉であり、現在はアフリカ英語圏の公用語である英語で書かれたアフリカの文学および関連映像と批

評を通し、伝統と植民地化／近代化の狭間に生きる女性達の表象について考察し、重層的なアフリカのジェンダーおよびセクシ

ャリティー理解を目指す。  

 

Students will consider the image of women at the crossroad of  tradition and colonial modernity,  as well as explore 

multilayered gender and sexuality concepts in  Africa, through reading African literature in English (the colonial language of 

Africa and now one of the official  languages in Africa) and critiques, and watching related media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ英語文学の背景  

2. ナイジェリアの歴史 および Chinua Achebe の小説 Things Fall Apart 考察（１） 一般的な内容理解 

3. Chinua Achebe の小説 Things Fall Apart 考察（２） ジェンダー的視点からの考察 

4. Chimamanda Ngozi Adichie の"The Headstrong Historian"短編考察  

5. Buchi Emecheta の小説 The Joys of Motherhood 考察  

6. Chimamanda Ngozi Adichie の小説 Half of a Yellow Sun 考察（１）  

7. Chimamanda Ngozi Adichie の小説 Half of a Yellow Sun 考察（２）  

8. ケニアの歴史および Ngugi Wa Thiong'o の小説 The River Between 考察（１）  

9. Ngugi Wa Thiong’oの小説 The River Between 考察（２）  

10. 関連批評および映像（１） 

11. 関連批評および映像（２）  

12. Sara Baartman 表象を巡る文学 

13. ジンバブエの歴史および Tsitsi Dangarembga の小説 Nervous Conditions 考察（１）  

14. Tsitsi Dangarembga の小説 Nervous Conditions 考察（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料にて毎回指定された英語を読み、プリントにある質問に答えておく。 時によっては学外で映画を鑑賞し小課題をこなす

などを要求する場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/出席等（毎回の課題あるいはコメントカード提出で代用）(30%)/毎回の課題等(29%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM325／文学講義 ２５ 

(Lectures on Literature 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象芸術 1 

担当者名 

（Instructor） 
碓井 みちこ(USUI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画の面白さはどこにあるのか、自分の言葉で考えられるようになる。 単なる受け手に留まるのではなく、送り手側の演出意図

を想像しながら、映画作品を見られるようになる。 

 

This course encourages students to think about the interesting aspects of film in their own words. Rather than passively 

receive the images on the screen, students will learn how to consider the intentions behind the dramatics while watching the 

work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サスペンス映画の巨匠として名高いアルフレッド・ヒッチコックの諸作品を取り上げる。彼の作品が、映画の表現としての可能性を

大いに広げたことを、フィルム・テクストの詳細な分析によって明らかにする。 

 

Students will watch suspense films by famed director Alfred Hitchcock. Through a detailed analysis of film text, students will 

also discover how the director vastly expanded the possibilities for film as a form of expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：シラバスをもとに講義の概要を説明する。 

2. 『めまい』（1958）鑑賞（観たところまでの感想を提出する） 

3. 『めまい』鑑賞（続き。鑑賞後の感想を提出する） 

原作小説と映画の違い 

4. POVショット、視線つなぎ：『めまい』やその他のヒッチコック映画 

5. キャメラワーク（キャメラの動き）：『めまい』やその他のヒッチコック映画 

6. 『めまい』の美術、ロケーション 

7. 『めまい』が後の映画作品に与えた影響 

『北北西に進路を取れ』（1959）鑑賞（観たところまでの感想を提出する） 

8. 『北北西に進路を取れ』鑑賞（続き。鑑賞後の感想を提出する） 

サスペンスとは何か？スリラーとは何か？ 

9. サスペンス・シーンの演出①：『北北西に進路を取れ』やその他のヒッチコック映画 

10. サスペンス・シーンの演出②：『北北西に進路を取れ』やその他のヒッチコック映画 

11. 『北北西に進路を取れ』の美術、ロケーション 

12. 『北北西に進路を取れ』が後の映画作品に与えた影響① 

13. 『北北西に進路を取れ』が後の映画作品に与えた影響② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(40%) 

2／3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ヒッチコック/トリュフォー、1990、『定本 映画術』（改訂版）』、晶文社 (ISBN:4794958188) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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随時、映像資料を用いる。パワーポイントを使用した講義形式。授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な授業

態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM327／文学講義 ２７ 

(Lectures on Literature 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 1 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語に見られる文化的特徴や文法項目が、歴史的にどのように発達してきたかを概観します。 

 

This course will conduct a general overview of the historical development of unique cultural and grammatical points seen in 

modern English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語という言語の性質や位置付けについて、英語の歴史を辿ることで考えていきます。 

 

Students will consider the nature and place of the English language by following its history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語史の時代区分 

3. インド・ヨーロッパ祖語民族の言語 

4. インド・ヨーロッパ祖語民族の文化 

5. インド・ヨーロッパ祖語民族の神話 

6. 英語の語源と印欧語比較言語学 1 

7. 英語の語源と印欧語比較言語学 2 

8. 印欧語の中の英語 1 

9. 印欧語の中の英語 2 

10. 印欧語の中の英語 3 

11. 印欧語の中の英語 4 

12. 印欧語の中の英語 5 

13. 印欧語の中の英語 6 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/授業内アクティビティ(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert  C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM328／文学講義 ２８ 

(Lectures on Literature 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 2 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イギリス人の祖先がブリテン島に到来する前の大陸時代から古英語時代(5 世紀半ば～11 世紀半ば)までの言語とそれを取り

巻く状況、ならびに文献から透けて見えるイギリス人の祖先の世界観の概略を理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand (1) the history of the language from the era when the ancestors of the British 

people lived on the European continent to that of the Old English (the mid 5th to mid 11th centuries) and (2) the circumstances 

surrounding them, as well as the world view of the ancestors seen through their literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、あるいはまた footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうか、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史のなかでもとくに英語のもつゲルマン的な性格が色濃い古英語時代のことばと文化を学びながらみな

さんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶということは英語を立体的に見つめる目をも

つということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現代という時間のいわば表面に現れた現象だ

けを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

Ever since we started learning English many of us have surely had many doubts about the language - why does the subjunctive 

past form say “If I were...”, for example, or, why does the word “foot” become “feet” in plural instead of “foots”, etc. 

 It is often said that a language is a product of time. Naturally, it gives form to the human spirit. However, humans have lived 

throughout many periods, and it is in those periods in which the spirit is made. That is why many of the mysteries concerning a 

language can be explained by studying its history. 

 In this lecture you will find some answers to your doubts regarding English through the stories of the Old English and of the 

culture in which the Germanic aspects of the language strongly remained. Without historical aspects, you cannot understand the 

true nature of the occurrence. 

 For those aiming to become an English teacher, this kind of perspective is necessary. It is often said that a tree extends its 

roots under the surface of the soil as wide as the branches grow above. 

 Lastly let me introduce some words from the late Professor Itsuki Hosoe, the author of An Outline of English Syntax: “The 

present cannot exist without the past. If you intend to understand modern English clearly, you must also refer to the English 

language of the past.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション：英語の「大和ことば」と外来語 

2. 印欧語族と比較言語学：グリムの法則、ラテン文化 vs ゲルマン文化 

3. ゲルマン人の世界観 1：Gods はなぜ複数形、どんな神様？ 

4. ゲルマン人の世界観 2：beliefのなかに leaf、true のなかに tree 

5. ゲルマン人の世界観 3：ルーン文字の秘密 

6. 印欧語族のブリテン島到来 1：ケルト人とローマ人 

7. 印欧語族のブリテン島到来 2：ゲルマン人がアングロ・サクソン人になるとき 

8. アングロ・サクソン人のキリスト教改宗：Gods から Godへ 
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9. ヴァイキングの侵略 1：｢彼ら｣は｢卵｣や｢パン｣から｢死ぬ｣まで北欧からもってきた 

10. ヴァイキングの侵略 2：古英語へのヴァイキングの影響 

11. 古英語の文法 1：格に依存する言語とは 

12. 古英語の文法 2：不規則変化は本当に｢不規則」？ 

13. 古英語を読む 1：頭韻詩---ゲルマン諸語の中で最古の叙事詩 Beowulfなどを読んでみよう 

14. 古英語を読む 2：散文---イギリス版『日本書紀』Anglo-Saxon Chronicleなどを読んでみよう  

および筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトを Blackboard からダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復習には下に掲げる参考文献

を読めばいっそう理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable、2012、『A History of English Language, 6th ed.』』、Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. History of English Words. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. 風間喜代三、1993、『印欧語の故郷を探る』、岩波書店 (ISBN:978-4004302698) 

4. 中沢新一、2002、『熊から王へ』、講談社 (ISBN:4-06-258239-2) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 渡部昇一、1977、『英語の語源』、講談社 (ISBN:978-4061158801) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の見方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM329／文学講義 ２９ 

(Lectures on Literature 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 1 

担当者名 

（Instructor） 
海田 皓介(KAITA KOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語文法の諸現象について、歴史的観点からある程度の説明ができるようになることを目指す。英語は歴史上、諸外国語

（ドイツ語・フランス語・ラテン語・ギリシア語など）との密接な関連を持っているため、英語以外の言語を学ぶ重要性も関連付けて

認識できるようになることも目指す。英語の背後にある歴史的知見を得ることで、大学で英語について深く学ぶべき意義を身につ

けていただきたい。 

 

This course aims to help students explain phenomena of modern English grammar from a historical perspective. Over the course 

of history, English has maintained close relationships with several foreign languages (German, French, Latin, Greek, etc.). This 

course also aims to help students become aware of the importance of learning a language other than English and its connection 

to the English language. Armed with the knowledge of English’s historical background, students ought to understand the 

significance of in-depth English study in university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、英語という言語の持つ歴史を扱う。一般に言語の歴史を学ぶ場合、その言語が用いられている国の社会・政治的変

動を扱う外面史と、その言語の語法の変化という内面史の二つの知識が必要とされる。本講義は英語が現代に至るまで経験し

てきた外面史を大枠として導入しつつ、文字、発音、品詞、文法といった要素に関わる内面史を扱う。英語はなぜ世界中で用いら

れているのか？なぜ現代の英文法には不規則な名詞や特殊な過去形など、例外とされる規則があるのか？これらの問題は現

代の英語のみならず、その歴史的背景を見ることで解決できることがある。本講義は我々が英語について抱きがちな問いに触れ

つつ、歴史的背景から英語の諸問題を垣間見ることで、英語という言語が今日ある姿に変容した過程を講義する。 

 

なお講義内容は秋学期開講の「文学講義 30（英語構造論 2）」と一貫した体系を成すため、こちらも履修することが望ましい。 

 

This course will cover the history of the English language. When studying the history of a language, one typically requires 

knowledge of these factors: external factors such as the social and political changes of the country where the language is used 

and internal factors such as changes in grammar. Students will discuss the idea of considering the external factors the English 

language has experienced until reaching its modern state as a frame of reference and internal factors as it relates to letters, 

pronunciation, parts of speech, and grammar. Why is English so widely used? Why does modern English contain irregular nouns, 

unique past tense verb forms, etc. that break the rules of the language? By not only focusing on English in its modern form, 

these issues can be solved by considering its historical background as well. This course will explore the typical questions we 

hold regarding English, view the English language through its historical background, and study modern English’s transformation 

into what it is today through lecture. 

 

The content of this course was planned in unison with the fall semester Lectures on Literature 30 (English Studies Theory 2), 

so it is recommended that students complete the aforementioned course as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明 

2. 英語史の大枠 1 

3. 英語史の大枠 2 

4. 語彙 1 

5. 語彙 2 

6. 語彙 3 

7. 中間テスト・文字・発音の変化 1 

8. 文字・発音の変化 2 

9. 名詞 1 

10. 名詞 2 

11. 代名詞 1 

12. 代名詞 2 

13. 代名詞 3 
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14. 期末試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の講義前までに予め指示した教科書の範囲を必ず読んでくること。講義では受講者が該当範囲を既に読んでいるという前

提で、その範囲に関連する事項について詳しい内容を展開する。 

 授業時間内のみで英語史の知識を体系的に身に着けることは困難である。授業から興味を持った事項については、適宜図書

館の資料などを自ら積極的に利用し、少しでも英語の歴史を自分で理解しようとする努力を怠らないでいただきたい。同じ内容を

複数の参考書（例えば英語史の入門書数冊）がどのように記述しているかを比べてみるのも面白い。その他「授業の目標」にある

ように、英語以外の諸外国語の学習も勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業内での課題(20%) 

授業を 4 回以上欠席した場合、単位修得は不可能となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 家入葉子、2007、『ベーシック英語史』、ひつじ書房 (ISBN:9784894763494) 

講義資料としては教科書の他に、ハンドアウトを用い、講義の内容はこれに基づく。毎授業平均 2-3 ページほどの予定。なお、教

室内では教壇の手前から着席すること。積極的に対象に向き合う姿勢を歓迎する。また授業中の携帯電話やスマートフォンなど

の使用は、教員が許可した場合を除き、禁止する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤貞雄、2002、『英語史入門―現代英文法のルーツを探る』、開拓社 

2. 小倉美知子、2015、『変化に重点を置いた英語史』、英宝社 

3. 岸田隆之・早坂信・奥村直史、2002、『歴史から読み解く英語の謎』、教育出版 

4. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中公新書 

5. 中尾俊夫・児馬修、1990、『歴史的にさぐる現代の英文法』、大修館書店 

6. 堀田隆一、2011、『英語の「なぜ？」に答える はじめての英語史』、研究社 

7. 八木克正、2018、『英語にまつわるエトセトラ』、研究社 

授業にて、詳しい参考文献書目を配布する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM330／文学講義 ３０ 

(Lectures on Literature 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 2 

担当者名 

（Instructor） 
海田 皓介(KAITA KOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語文法の諸現象について、歴史的観点からある程度の説明ができるようになることを目指す。英語は歴史上、諸外国語

（ドイツ語・フランス語・ラテン語・ギリシア語など）との密接な関連を持っているため、英語以外の言語を学ぶ重要性も関連付けて

認識できるようになることも目指す。英語の背後にある歴史的知見を得ることで、大学で英語について深く学ぶべき意義を身につ

けていただきたい。 

 

This course aims to help students explain phenomena of modern English grammar from a historical perspective. Over the course 

of history, English has maintained close relationships with several foreign languages (German, French, Latin, Greek, etc.). This 

course also aims to help students become aware of the importance of learning a language other than English and its connection 

to the English language. Armed with the knowledge of English’s historical background, students ought to understand the 

significance of in-depth English study in university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、英語という言語の持つ歴史を扱う。一般に言語の歴史を学ぶ場合、その言語が用いられている国の社会・政治的変

動を扱う外面史と、その言語の語法の変化という内面史の二つの知識が必要とされる。本講義は英語が現代に至るまで経験し

てきた外面史を大枠として導入しつつ、文字、発音、品詞、文法といった要素に関わる内面史を扱う。英語はなぜ世界中で用いら

れているのか？なぜ現代の英文法には不規則な名詞や特殊な過去形など、例外とされる規則があるのか？これらの問題は現

代の英語のみならず、その歴史的背景を見ることで解決できることがある。本講義は我々が英語について抱きがちな問いに触れ

つつ、歴史的背景から英語の諸問題を垣間見ることで、英語という言語が今日ある姿に変容した過程を講義する。 

 

なお講義内容は春学期開講の「文学講義 29（英語構造論 1）」と一貫した体系を成すため、こちらも履修することが望ましい。 

 

This course will cover the history of the English language. When studying the history of a language, one typically requires 

knowledge of these factors: external factors such as the social and political changes of the country where the language is used 

and internal factors such as changes in grammar. Students will discuss the idea of considering the external factors the English 

language has experienced until reaching its modern state as a frame of reference and internal factors as it relates to letters, 

pronunciation, parts of speech, and grammar. Why is English so widely used? Why does modern English contain irregular nouns, 

unique past tense verb forms, etc. that break the rules of the language? By not only focusing on English in its modern form, 

these issues can be solved by considering its historical background as well. This course will explore the typical questions we 

hold regarding English, view the English language through its historical background, and study modern English’s transformation 

into what it is today through lecture. 

 

The content of this course was planned in unison with the spring semester Lectures on Literature 29 (English Studies Theory 

1), so it is recommended that students complete the aforementioned course as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明・英語史の大枠復習 1 

2. 英語史の大枠復習 2 

3. 語形変化 

4. 主節と従属節 

5. 接続詞 

6. 動詞・助動詞 1 

7. 中間テストおよび動詞・助動詞 2 

8. 動詞・助動詞 3 

9. 動詞・助動詞 4 

10. 否定語法 

11. 言語の揺れ 1 

12. 言語の揺れ 2 

13. 世界の英語 
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14. 期末試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の講義前までに予め指示した教科書の範囲を必ず読んでくること。講義では受講者が該当範囲を既に読んでいるという前

提で、その範囲に関連する事項について詳しい内容を展開する。 

 授業時間内のみで英語史の知識を体系的に身に着けることは困難である。授業から興味を持った事項については、適宜図書

館の資料などを自ら積極的に利用し、少しでも英語の歴史を自分で理解しようとする努力を怠らないでいただきたい。同じ内容を

複数の参考書（例えば英語史の入門書数冊）がどのように記述しているかを比べてみるのも面白い。その他「授業の目標」にある

ように、英語以外の諸外国語の学習も勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業内での課題(20%) 

授業を 4 回以上欠席した場合、単位修得は不可能となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 家入葉子、2007、『ベーシック英語史』、ひつじ書房 (ISBN:9784894763494) 

講義資料としては教科書の他に、ハンドアウトを用い、講義の内容はこれに基づく。毎授業平均 2-3 ページほどの予定。 

 

なお、教室内では教壇の手前から着席すること。積極的に対象に向き合う姿勢を歓迎する。また授業中の携帯電話やスマートフ

ォンなどの使用は、教員が許可した場合を除き、禁止する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤貞雄、2002、『英語史入門―現代英文法のルーツを探る』、開拓社 

2. 小倉美知子、2015、『変化に重点を置いた英語史』、英宝社 

3. 岸田隆之・早坂信・奥村直史、2002、『歴史から読み解く英語の謎』、教育出版 

4. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中公新書 

5. 中尾俊夫・児馬修、1990、『歴史的にさぐる現代の英文法』、大修館書店 

6. 堀田隆一、2011、『英語の「なぜ？」に答える はじめての英語史』、研究社 

7. 八木克正、2018、『英語にまつわるエトセトラ』、研究社 

授業にて、詳しい参考文献書目を配布する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM331／文学講義 ３１ 

(Lectures on Literature 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 1 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の単音（子音・母音）、および、主要な連続音を正しく発音し、聴き取れるようになる。 

さらに、発音の際の音声器官の動きを説明できるようになる。 

 

This course will help students correctly pronounce English language phones (consonants/vowel sounds) and important 

multiphones as well as improve listening comprehension. 

In addition, students will learn how to explain the vocal chord movements when pronouncing English sounds. 

 

授業の内容（Course Contents） 

単音、連続音を発音する際の音声器官の動きについて講義する。 

当該音声および、聴き分け上難しい音ペアの聴取練習をおこなう。 

 

Lectures will be given regarding the movement of vocal chords when pronouncing phones and multiphones. 

Students will also practice listening to each of these sounds and difficult sound pairings with relevant the audio recordings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 閉鎖音 （有気音、無気音など声帯の状態を理解する） 

2. 摩擦音  （どの音声器官のあいだに隙間があるのかを理解する） 

3. 破擦音、鼻音 （緩やかな閉鎖の開放、鼻音と有声閉鎖音の対応を理解する） 

4. 側面音、半母音 （エル音は２種類、半母音は３種類あることを理解する） 

5. 単母音（音質が一定である母音を理解する） 

6. 単母音（母音の長さは重要ではないことを理解する） 

7. 二重母音（ある音質から別の音質に変化する母音を理解する） 

8. 二重母音、三重母音、中間テストについて 

9. 中間テスト、弱母音 （母音の３大特徴を失ってしまうのはなぜかを理解する） 

10. 音節、聞こえ度、音節主音、子音の結合（規則性が存在することを理解する） 

11. 鼻腔開放、側面開放、連続音の調音位置の同化、音の脱落 （規則性が存在することを理解する） 

12. 語アクセント、複合語アクセント、句アクセント （規則性が存在することを理解する） 

13. 強形・弱形、リズム、筆記試験について 

14. 筆記試験と総括   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とする。随時音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 中間テストについては、テストの翌週の授業時に、筆記試験については、Blackboard を通

じておこなう。 
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注意事項（Notice） 
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■AM332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM332／文学講義 ３２ 

(Lectures on Literature 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 2 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１から７：カジュアルなスタイルで話される時の英語音声の特徴を理解し、英語の文を発音したり聴いたりする際に役立てる。 

９から１４：音の置き換えには、強化過程と弱化過程の２つがある。聞き手が知覚しやすいように、との効果をもつ強化過程を取り

上げ、ある音が別の音に、どのように・なぜ変化するのかを理解する。 

 

1-7: Students will practice understanding the unique sounds of casual English. This will be useful when pronouncing English 

sentences and listening to them. 

9-14: There are two processes for metathesis in English: strong and weak. This section will cover the strong process for 

metathesis making it easier for the listener to perceive the sound. Students will study the process of transposing sounds, how 

to perform the process, and the reasoning behind transposition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１から７：後述の音の置き換えの点で注目すべき音声現象を音声を聴きながら確認し、単独で発音された単語の発音形と、自然

なスピードで話された単語連鎖の発音形とを対応付ける音の置き換えを解説する。９から１４：相対する３つの極 [i, u, a]の音声

特徴を強化する方向で母音は変化します。大母音推移、現代の英語の変種(GA, RP, Aus, NZ等）を取り上げ、母音の強化過程

を講義する。 

 

1-7: Students practice listening to voice phenomena requiring attention during the process of transposing sounds written below. 

In addition, students will also study sound patterns in individually pronounced words, consecutive words spoken at natural 

speed, and the process of metathesis between them. 9-14: Students will learn the change of the pronunciation of vowel sounds 

in the direction of emphasizing the unique characteristics of the opposing poles [i, u, a]. Students will also learn the processes 

of emphasizing vowel sounds from their studies of the Great Vowel Shift and variants of modern English (e.g. GA, RP, Aus, and 

NZ, and others). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音声生成の仕組み（Prosodic mapping、強化過程、弱化課程）、Prosodic mapping 

2. 機能語（文強勢が置かれない位置に入る語）の弱形 

3. 音声環境（音節頭位・末位、強勢の有無）による閉鎖音のさまざまな異音、弾音化の条件 

4. 子音連続の同化（調音位置の同化；硬口蓋音化を含む）  

5. 子音連続の同化（狭めの同化；硬口蓋音化を含む、調音様式の同化）  

6. 子音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

7. 母音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

8. 中間テスト 

9. 母音を特徴づける３つの音声特徴 （Palatality, Labiality, Sonority） 

10. 大母音推移   

11. Raising （Palatality/Labiality を増大させる音の置き換え） 

12. Lowering（Sonority を増大させる音の置き換え） 

13. Depalatalization, Delabialization （Palatality/Labiality を取り去る音の置き換え） 

14. Palatalization, Labializaiton （Palatality/Labiality を付加する音の置き換え,） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/小テスト（各回の授業内）の合計(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回ハンドアウト、ワークシートを配布する（テキストは使用しない） 
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参考文献（Readings） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

2. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とする.。１～７では音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 各回の小テストは、次回授業開始時に返却、フィードバックをおこなう。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM333／文学講義 ３３ 

(Lectures on Literature 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 1 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講では，1970 年代に形成され、80 年代以降に隆盛を迎え、90 年代に世界的な文化形態となったヒップホップ・カルチャーの

動向とその歴史的文脈を概観し、現代アメリカ社会が抱える諸問題およびエスニック・マイノリティの芸術表現を理解する。 

 

This course surveys the historical context of hip-hop culture, which emerged in the 1970s, flourished in the 80s, and became 

global in the 90s. Through the examination of critical elements of the cultural expressions, the class intends to explore issues in 

modern American society and artistic expression of ethnic minorities.  

  

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講の目的は、アメリカ黒人の、とりわけ音楽を中心とした芸術的営為の生成・構築を詳細に検討し、「人種」的自意識を核に進

展してきた表現の様式を把捉することにある。その前提のもと、アメリカ黒人の文学作品ならびに「黒人音楽」としてカテゴライズさ

れる聴覚作品を通時的に紹介する。ヒップホップ・カルチャーの形成は、社会・政治・文化をめぐる諸要素を巻き込んで構造化さ

れた出来事であった。受講者には、この事実に対する知識を深め、アメリカ黒人の生を取り巻く状況と、その中で産まれた芸術表

現の豊饒を理解することを求める。 

 

     Hip-Hop is a phenomenon having been structured in the post-civil rights U.S. socio-political transitions; therefore, 

students are required to understand various problems the African-American community has faced in the past fifty years and its 

fundamental relationship with the fertility of their aesthetics as represented in their music, dancing, and arts. Since the 

instructor assigns students to listen to a number of music and verbal works in class room, their constant attendance is strongly 

required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 言語と映像の世代――ヒップホップとはなにか 

3. 口承伝統の系譜を辿って――ラップのメッセージとテクニックの源流 

4. フッドのスタイル――ゲットーの創造性 

5. レペゼン文化――地元に根ざしたアイデンティティ 

6. 警察官との闘争――ヒップホップの犯罪化 

7. フロウ＝レイヤリング＝ラプチャ――ヒップホップのサウンド哲学 

8. 「ヤオヤ」の爆音――ヒップホップのサウンド工学 

9. オリジナリティをめぐる論争――サンプリングとはなにか 

10. 女性のスタイル――「政治性」の多様な表出 

11. 本物・偽物論争――音楽の黒さをめぐって 

12. ヒップホップとグローバリゼーション 

13. 日本のヒップホップ 

14. 期末試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の準備については適宜クラスで指示し、読むべきテクストを配布する。教室では、黒人文学とも通じ合うヒップホップの形式

と歴史的文脈をより深く理解するため、毎回多数の視聴覚資料の検討を課す。したがって、授業には 100 パーセント出席する心

構えが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業への積極的な参加と質の高いフィードバック(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. トリーシャ・ローズ、2010、『ブラック・ノイズ』、みすず書房 (ISBN:978-4622074182) 

2. 大和田俊之、2011、『アメリカ音楽史』、講談社 (ISBN:978-4-06-258497-5) 

その他、適宜授業時に指示するものあり。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM334／文学講義 ３４ 

(Lectures on Literature 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 2 

担当者名 

（Instructor） 
武田 将明(TAKEDA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、文学作品を読みながら「イギリス」の多様性について考える。 

 イギリスこと連合王国（United Kingdom）は常に複数の民族と地域を統合する複合国家（composite state）として存在してきた。

ゆえにその文化も本質的に異種混交的（hybrid）である。 

 17 世紀にイングランドとスコットランドの王家が統一され、18世紀にはイングランド、スコットランド、アイルランドがひとつの国家

として統合される。他方で、この連合王国は非ヨーロッパ圏に植民地を建設し、18 世紀の後半に北米植民地の独立という（イギリ

ス側から見た）失策をおかしたものの、19 世紀にはいわゆる「大英帝国」が繁栄を極める。20 世紀にはこの大帝国が解体し、（北

部を除く）アイルランドの独立も許したものの、EUの加盟国としてヨーロッパ諸国と共に発展する新たな道を選んだ、はずだった

が、2016 年に EU離脱（Brexit）を表明し、世界を驚かせたのは周知のとおりである。Brexitはイギリス内部でもさまざまな不協和

音を生みつつあるが、これからのイギリスはどうなるのか。 

 文学作品の発表された時代の政治情勢や文化的背景に注意を向けることで、個々の作品をバラバラに読むだけでは見えにく

い「イギリス」の多様性を理解し、さらには「国家」や「民族」、「近代」といった現代社会を生きる上で重要な概念についても、歴史

的考察を深めていただくのが本講義の目標である。 

 

This course will consider the diversity of the UK through its literature. 

 The UK (United Kingdom) is a composite state, a country formed by the union of multiple peoples and regions. Consequently, 

its culture is intrinsically a hybrid culture. 

 The UK was formed by the 17th century unification of the kingdoms of England and Scotland and the later addition of Ireland 

to the union in the 18th century. The union later established colonies beyond Europe, and although their North American 

colonies failed (from the perspective of the UK) as a result of their independence in the late 18th century, the 19th century was 

undoubtedly a prosperous time for the aptly named British Empire. The 20th century led to the dissolution of the British Empire 

(except for its northern territories) and its granting of Irish independence, but its status as an EU member nation set it on a 

new development path. However, it was announced in 2016 that the UK would be formally leaving the EU (Brexit), and it is well-

known that the world was taken by surprise at this action. Given the varied opposition to Brexit within the UK’s borders, what 

will become of the country? 

 By focusing on the political circumstances and cultural information of the time period portrayed in literary works, this course 

will explore the hidden diversity in British literature difficult to see when reading without order or purpose. The goal of this 

course is to thoroughly consider the core concepts of state, ethnicity, and modernity present in modern society through a 

historic lens. Through considering these ideas, students can expect to deepen exchange with international students from the UK 

and other countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、エリザベス朝から現代まで、過去 400 年にわたるイギリス文学作品、およびその映像化作品を、複合国家という文

脈から紹介する。ただし、主に扱うのは、イギリスの政治経済の改革が急速に進展し、近代国家としてのイギリスの礎が築かれた

18 世紀の作品である。 

 シェイクスピアの『ヘンリー５世』を国家の問題を切り口にして分析し、アフラ・ベーンの『オルーノーコ』を近代的な価値観の台頭

を予告する作品として読み、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』をイギリスの近代化を象徴する作品として取り上げ、ジ

ョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』を徹底した近代批判の書として読み解く。その後、17～18 世紀の作家が直面した近代

と国家の問題を、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』やコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものがどのように受け継い

だのかを検証する。最後に視点を現代に移し、移民などハイブリッドな背景をもつ作家たちが、20 世紀以降のイギリスが直面して

いる分裂の危機をどう描いているのかにも触れる。 

 

This course will introduce students the over 400 years of literary works and film of the UK from beginning of the reign of 

Elizabeth I until the present day, in the context of a composite state. However, course content will mainly be focused on works 

from the 18th century, the period of rapid political and economic development that built the foundations of the modern UK. 

 Students will begin by reading Shakespeare’s Henry V, a window into the issues of governance. Next, students will read the 

work that announced the rise of modern values, Aphra Behn’s Oroonoko before moving onto Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, a 

work symbolizing the UK’s modernization. Then, students will read Gulliver’s Travels by Jonathan Swift, a thorough critique of 

the UK’s modern transformation. Next, students will analyze how Mary Shelley’s Frankenstein and Conan Doyle’s Sherlock 
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Holmes novels inherited the issues of modernity and ideas of state confronted by 17th and 18th century authors. Finally, course 

material will shift its focus to the modern day, and students will experience how immigrant or hybrid culture authors from the 

20th century and beyond portray the dangers of division. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 連合王国の成立（１） William Shakespeare, Henry V 

2. 連合王国の成立（２） William Shakespeare, Henry V 

3. 三角貿易と植民地（１） Aphra Behn, Oroonoko 

4. 三角貿易と植民地（２） Aphra Behn, Oroonoko 

5. イギリス人の本質とは？ （１） Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

6. イギリス人の本質とは？ （２） Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

7. 徹底した近代批判（１） Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

8. 前半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

9. 徹底した近代批判（２） Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

10. 怪物の正体（１） Mary Shelley, Frankenstein 

11. 怪物の正体（２） Mary Shelley, Frankenstein 

12. 帝国の解体 Arthur Conan Doyle, “The Adventure of the Speckled Band”, "The Adventure of the Blanched Soldier", 

"The Adventure of the Lion's Mane" 

13. 分裂の危機？ Brexit Novels 

14. 後半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回は予習不要。２週目以降、配布されたプリント（A3 両面１枚くらい）を事前に精読しておくこと。レポートを 2 本提出するので、

そのための学習も必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のクイズへの解答(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回最後の 10 分はクイズの時間にする。その日の授業に関係した問題を出すので、解答を提出して教室を出ること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業はプリントを用いておこなう。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石塚久郎ほか、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:4384057490) 

各週の参考文献は授業内に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

8 回目と 14 回目に復習をおこなう。これは学生のレポートを元に進めるので、7 回目と 13 回目の授業までにレポートを提出する

ことが義務づけられる。レポートを提出しない学生は未受験あつかいとする。レポート内容は、授業で取り上げた文学作品に関す

る分析。 

レポートに明らかな剽窃（盗用）が見つかった場合、無条件に成績は不可となる。 

授業中の質問を歓迎する。私語は禁止。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM335／文学講義 ３５ 

(Lectures on Literature 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 譲(OOKUBO YUZURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）イギリスの文学作品（ミステリー）を通して、社会・文化・思想を理解する。 

（２）文学作品（ミステリー）の多様な解釈を学ぶ。 

（３）世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解する。 

 

(1) This course will explore British society, culture, and ideology through British mystery literature. 

(2) This course will explore the various interpretation of British mystery literature. 

(3) This course will explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, and issues faced 

by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１８世紀以降のイギリスのミステリー小説の歴史を概観しながら、それらが書かれた社会・文化・思想的背景を説明します。また、

ミステリー小説を文学作品としてとらえた場合、どのような解釈が可能なのかも考察します。可能であれば、日本におけるミステリ

ーの受容にも触れたいと思います。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮ

Ｓ・掲示板等を利用した双方向的な異文化理解を実践することが求められます。 

 

Students will conduct an overview of the history of British mystery novels from the 18th century onward while learning about 

the societies, cultures, and ideological backgrounds of the worlds portrayed within them. Students will also consider the possible 

interpretations for some mystery novels treated as literary works. If possible, students will also experience how Japanese 

society and media have accepted these mystery works. Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the 

Rikkyo University international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their 

understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～犯罪のある文学史 および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. ゴシック小説からポオへ～ミステリーの前史 

3. 犯罪ジャーナリズムとチャールズ・ディケンズ 

4. ウィルキー・コリンズと「毒」の時代 

5. 犯罪空間としての世紀末都市 

6. コナン・ドイルとシャーロック・ホームズ（１） 

7. コナン・ドイルとシャーロック・ホームズ（２） 

8. ホームズのライヴァルたち 

9. 女性の犯罪・女性の探偵 

10. アガサ・クリスティと戦争 

11. 本格ミステリーの黄金期（１） 

12. 本格ミステリーの黄金期（２） 

13. スパイ小説とナショナリズム 

14. 現代文学とミステリー および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、次週に扱う小説を紹介するので、可能な限り目を通しておいてください。 

また、国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解してもらいま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

学期末のレポート試験の他に中間レポートを課します。これが「平常点」となります。 
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テキスト（Textbooks） 

毎回資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM336／文学講義 ３６ 

(Lectures on Literature 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、ヴァージニア・ウルフの系譜学について注目することで、文学テクストの精読の方法論を学んでいくことにあり

ます。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解することも目標とします。 

 

The goal of this course is to teach students intensive reading methodology of literary text by studying the literary genealogy of 

Virginia Woolf. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, 

and issues faced by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、モダニズム文学を代表する英国作家ヴァージニア・ウルフの小説を丁寧に読みといていくとともに、彼女のエクリチ

ュールに影響を受けた作家たちの系譜学を描き出していきます。映画作品の上映なども交えながら、モダニズムの大いなる遺産

を検証していきます。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利

用した双方向的な異文化理解を実践することが求められます。 

 

In this course, students will carefully read novels by the iconic modernist British author Virginia Woolf and delineate the literary 

genealogy of authors influenced by her written works. In addition, students will also view related films in their investigation of 

the significant impact of modernism. Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the Rikkyo University 

international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of 

different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(1) 

3. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(2) 

4. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(1) 

5. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(2) 

6. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(3) 

7. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(4) 

8. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(1) 

9. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(2) 

10. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(3) 

11. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(4) 

12. 小説『献灯使』と多和田葉子(1) 

13. 小説『献灯使』と多和田葉子(2) 

14. まとめ ヴァージニア・ウルフのアクチュアリティ および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎週、小説を数十頁読んできてもらうことになります。 

また、国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解してもらいま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヴァージニア・ウルフ、2007、『ダロウェイ夫人』、集英社文庫 (ISBN:4087605353) 

2. イアン・マキューアン、2007、『土曜日』、新潮クレスト・ブックス (ISBN:4105900633) 

3. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM337／文学講義 ３７ 

(Lectures on Literature 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1950 年代から 60 年代にかけての米国で流行したヴォーカル中心のポピュラー音楽作品について，その審美的諸相と政治的メッ

セージ性を考える。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解する。 

 

This course will explore the aesthetics and political messaging of the vocals-focused music that became popular in America 

during the 1950’s and 60’s. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between 

cultures, and issues faced by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

同時代のロックにもソウルにも分類されないいわゆるオールディーズは，これまで通俗的・商業的な娯楽作品とみなされ，米国の

ポピュラー音楽史からも冷戦期の文化史研究からも排除されてきた。だがそれらの楽曲は，ある意味，激動の時代を生きた一般

庶民の心情を，民主的かつ文学的にすくい取っていたように思われる。本講義では，当時の楽曲に共通するいくつかのテーマを

抽出し，Patti Page や Bobby Vinton やドゥーワップ系のコーラスグループなど，さまざまな歌い手の作品を「精読」することで，そ

の審美的ないしは政治的な意義を再評価し，大衆音楽文化の持つ射程を広義に捉え直す。したがって，英詩の鑑賞もしくはアメ

リカ文学・文化に興味を持つ受講者を歓迎するが，洋楽一般についての予備知識は求めない。なお，筆記試験では，英語の歌詞

の読解を必要とする実力問題を課すので，受講者には少なくとも大学受験レベルの英語力が期待される。また，当授業を受講す

る学生には，立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利用した双方向的な異文化理解を実践するこ

とが求められる。 

 

The oldies, a variety of music that fits neither the definition of rock nor soul music popular at the same time, are thought of as 

simple, mass-produced entertainment products. As a result, they are often excluded from research of the histories of both 

American pop music and the Cold War era. However, in a way, this music also captured the emotions of ordinary citizens that 

lived during the turbulent era in a democratic and literary form. In this course, students will discover various themes shared 

between popular songs of the era and conduct “intensive readings” of the works of singers like Patti Page and Bobby Vinton as 

well as that of doo-wop choral groups. Through their readings, students come to realize the music’s aesthetics and political 

intent as well as recognize the wide extent of its influence on overall American musical culture. Therefore, students that 

appreciate British poetry or have an interest in American literature and culture are welcome to attend this course. No requisite 

knowledge of Western music is required. However, reading comprehension questions regarding English lyrics will be on the 

written exam, so it is highly recommended that students have at least college exam level English abilities. Students in taking this 

course are also encouraged to use the Rikkyo University international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and 

other interactive media to put their understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 結婚という強迫 

3. 若者文化と理由なき反抗 

4. 資本主義の功罪 

5. 人種の攪乱 

6. 戦争と平和 

7. 中間テスト 

8. 女性の新時代 

9. アメリカの（悪）夢 

10. 聖と俗の逆説 

11. 「自然」への郷愁 

12. 多文化の（不協）和音 

13. 異文化交流の体験的理解についての総括 

14. 授業内試験 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業に関連する楽曲は各自動画サイト等で視聴すること。 

・国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎週授業プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM338／文学講義 ３８ 

(Lectures on Literature 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 由梨(SAKUMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目はジャズと文学との関連性について学ぶことで、アメリカの音楽文化および文学について視野を広げることを目的として

いる。より具体的には、以下を目標とする。 

 

（1）ジャズという音楽文化からアメリカの歴史と人種問題への理解を深める 

（2）ジャズと関連する文学作品の抜粋を味わい、音楽と文学との関係性について考える 

 

また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解する。 

 

This goal of this course is to study the relationship between jazz and literature as well as broaden the perspectives of students 

with regards to American musical culture and literature. More specifically, the course aims to achieve the following points: 

 

(1) Deepen student understanding of American history and racial issues through the musical culture of jazz. 

(2) Encourage students to consider the connections between music and literature through excerpts of literature related to jazz. 

 

This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, and issues faced 

by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカの黒人により生みだされたジャズには、差別社会を生きぬいてきたアフリカ系アメリカ人たちの苦悩や希望が表現されて

います。音楽は聴いて楽しむものと考える人も多いと思いますが、ジャズの発生・発展を理解するためには、奴隷制に始まる黒人

の歴史について学ぶことが不可欠です。本講義ではジャズを人種問題および文学の歴史と共に紹介していきます。一口にジャズ

といってもその種類は多様であるため、ジャズをよく知らない受講者にも分かりやすいように、時代ごとのジャズの変遷をたどりま

す。 

 講義では、音楽・映像資料を使用し、各時代のジャズを紹介します。続いて、その時代の文学作品の抜粋（日本語訳のあるも

の）から、ジャズに関連する場面の一部を読解・分析します。 

 また、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利用した双方向的な

異文化理解を実践することが求められます。 

 

 Jazz, a genre of music invented by African-Americans, is a representation of the hardships and hopes of African-Americans 

that endured racial discrimination. While there are many people that consider music as something to simply listen to and enjoy, 

in the case of jazz, it is essential that people understand black history in American beginning with the system of slavery in order 

to truly understand the birth and development of jazz music. In this course, students will learn about racial issues and literary 

history while studying jazz music. The jazz genre has a wide diversity of subgenres, so in order to make its history easier to 

understand for unfamiliar students, this course will cover the development of jazz through each of its distinct eras. 

 Students will be introduced to each jazz era through both musical and visual media. Then, students will read an excerpt of 

literature (those with Japanese translations) from the same period, interpret, and analyze the portioned related to jazz. 

 Students in taking this course are also encouraged to use the Rikkyo University international exchange lounge, internet SNS 

and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： ジャズはどのような音楽なのでしょうか？ および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. ジャズ以前の音楽伝統（ブルースとミンストレルショー）： 扱う作家はポール・ロレンス・ダンバー、ハリエット・ビーチャー・ス

トウ 

3. ニューオリンズ・スタイル・ジャズ 

4. ハーレム・ルネサンス期のジャズ： 扱う作家はゾラ・ニール・ハーストン、ラングストン・ヒューズ 

5. シンフォニック・ジャズ： F・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャッツビー』（1925） 

6. ビバップ： ジェームズ・ボールドウィン「サニーのブルース」（1957） 

7. ビバップ： アレン・ギンズバーグ「吠える」（1956）とジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』（1957） 
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8. クールとハード・バップ：リロイ・ジョーンズ『ブルース・ピープル』(1963)とマイルス・デイビス『マイルス・デイビス自叙伝』

(1989) 

9. 公民権運動期のジャズとブラック・アーツ・ムーブメント 

10. 現代ジャズの動向：フリージャズから 2010 年代まで 

11. デイミアン・チャゼル監督映画とジャズ（『セッション』と『ラ・ラ・ランド』） 

12. 日本文学とジャズ： 村上春樹『ノルウェイの森』(1987), 『海辺のカフカ』（2002） 

13. 日本文学とジャズ： 中上健次『千年の愉楽』（1982）, 『路上のジャズ』  

14. 筆記試験 および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習として講義で扱う資料を Blackboard からダウンロードし読む 

・講義で扱う中編・長編小説をできる限り読む 

・講義で扱う映画作品を鑑賞する 

・国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/不定期に行うレスポンス・ペーパー（小テストを兼ねる場合もある）(30%) 

単位取得にはレスポンス実施回数の 2/3 以上の提出が必要 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ハリエット・ビーチャ―・ストウ、1998、『アンクルトムの小屋』、明石書店 (ISBN:978-4750310831) 

2. F・スコット・フィッツジェラルド、2009、『グレート・ギャッツビー』、光文社 (ISBN:978-4334751890) 

3. ジェームズ・ボールドウィン、1989、『「サニーのブルース」『せつない話』収録』、光文社 (ISBN:978-4334717766) 

4. アレン・ギンズバーグ、1991、『「吠える」『アレン・ギンズバーグ詩集』に収録』、思潮社 (ISBN:978-4783724216) 

5. ジャック・ケルアック、2007、『オン・ザ・ロード』、河出書房新社 (ISBN:978-4309709413) 

6. リロイ・ジョーンズ、2011、『ブルース・ピープル――白いアメリカ、黒い音楽』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582767254) 

上記に加えて以下の作品も扱う。 

 

ラングストン・ヒューズ, "The Negro Artist and the Racial Mountain" 

ゾラ・ニール・ハーストン, "How It Feels to Be Colored Me" 

村上春樹『ノルウェイの森』 

村上春樹『海辺のカフカ』、新潮文庫 

中上健次『路上のジャズ』中公文庫 

中上健次『千年の愉楽』河出書房 

 

翻訳や版が複数存在する場合は、いずれの版でもよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料などを適宜活用する。 

授業の理解を深めるために、不定期にレスポンス・ペーパーの執筆および小テストを行う。フィードバックとして、質のよいレスポ

ンス・ペーパーおよび小テストの解答を授業内に紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM339／文学講義 ３９ 

(Lectures on Literature 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJO MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多文化・多民族社会である現代ハワイ社会における諸相を学び、多文化共生について理解を深めます。 

 

This course will deepen student understanding of multicultural coexistence through studying the multicultural and multiethnic 

society of modern Hawaii. 

Students are encouraged to pursue exchange opportunities with Hawaiian individuals through the understanding of Hawaiian 

society and culture gained in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学で用いられる基礎理論を前提に、担当講師が長年にわたり調査を行ってきた現代ハワイ社会および先

住ハワイ人社会を中心に、多民族社会アメリカの現在について考えます。また、本講義は「文学講座 40 英語圏文化 2」のため

の概論を兼ねています。本講義の履修生は「文学講座 40 英語圏文化 2」と合わせて履修することが望ましいです。 

 

Students will consider the multicultural society of America using fundamental theories of cultural anthropology and data derived 

from the research performed by the head lecturer regarding modern Hawaiian society as well as native Hawaiian society. 

Furthermore, this course serves as an introduction to Lectures on Literature 40 English Culture 2. It is recommended that 

students taking this course also plan on registering for Lectures on Literature 40 English Culture 2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学的理論の整理①  

3. 文化人類学的理論の整理② 

4. 文化人類学的理論の整理③ 

5. 文化人類学的理論の整理④ 

6. 先住ハワイ人はどこから来たのか？ 

7. ハワイの神々の世界 

8. 伝統社会① ― 厳格な階級制度 

9. 伝統社会② ― アフプアア 

10. 近代化の序章 ― 西洋との接触 

11. ハワイ王国の成立 

12. 伝統文化の盛衰 

13. 文学におけるハワイ 

14. ハワイ王国の滅亡 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では、テーマに関連する邦文または英文のリーディング課題を配布します。配布する課題論文（予習用／復習用）を必ず

読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本真鳥・山田亨（編）、2013、『ハワイを知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750337531) 

2. Trask, Haunani K.. 1999. From a Native Daughter: Colonialism & Sovereignty in Hawai‘i. University of Hawaiʻi Press (ISBN:978-

0824820596) 
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3. McDermont, John F. & Andrade, Naleen Naupaka. 2011. People and Cultures of Hawaii: The Evolution of Culture and Ethnicity. 

University of Hawaiʻi Press (ISBN:0824835808) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM340／文学講義 ４０ 

(Lectures on Literature 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJO MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多文化・多民族社会である現代ハワイ社会における諸相を学び、多文化共生について理解を深めます。 

 

This course will deepen student understanding of multicultural coexistence through studying the multicultural and multiethnic 

society of modern Hawaii. 

Students are encouraged to pursue exchange opportunities with Hawaiian individuals through the understanding of Hawaiian 

society and culture gained in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学で用いられる基礎理論を前提に、担当講師が長年にわたり調査を行ってきた現代ハワイ社会および先

住ハワイ人社会を中心に、多民族社会アメリカの現在について考えます。また、履修にあたっては、「文学講座 39 英語圏文化

1」を受講していることを前提としています。本講義の履修生は「文学講座 39 英語圏文化 1」と合わせて履修することが望ましい

です。 

 

Students will consider the multicultural society of America using fundamental theories of cultural anthropology and data derived 

from the research performed by the head lecturer regarding modern Hawaiian society as well as native Hawaiian society. 

Lectures on Literature 39 English Culture 1 is a prerequisite for those registering for this course. It is recommended that 

students taking this course also plan on registering for Lectures on Literature 39 English Culture 1. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習 

2. ハワイの産業 ―プランテーション経済 

3. 移民社会の形成 

4. 日系移民の歴史 

5. 苦境に立つ先住ハワイ人 

6. 先住ハワイ人保護の動き ―ハワイアン・ホームステッドの建設 

7. 戦争とハワイ― その時移民たちは・・・ 

8. ハワイの戦後 ― 観光化の波 

9. 先住ハワイ人の動向① ― 始まりはアメリカ本土から 

10. 先住ハワイ人の動向② ― マイノリティ運動の拡大 

11. 先住ハワイ人の動向③ ― ハワイアン・ルネサンス 

12. ハワイの現実 ― 貧困問題 

13. ローカル・アイデンティティ ― 「ピジン」 

14. ハワイと食 ― ソールフードは“Fish and Poi” 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では、テーマに関連する邦文または英文のリーディング課題を配布します。配布する課題論文（予習用／復習用）を必ず

読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本真鳥・山田亨（編）、2013、『ハワイを知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750337531) 

2. 矢口祐人、2002、『ハワイの歴史と文化―悲劇と誇りのモザイクの中で』、中央公論新社 (ISBN:978-4121016447) 
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3. Kāuanui, J. Kehaulani. 2008. Hawaiian Blood: Colonialism and the Politics of Sovereignty and Indigeneity. Duke University 

Press (ISBN:978-0822340799) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM341／文学講義 ４１ 

(Lectures on Literature 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、受講生が自分の属している文化圏のなかでの自分の立ち位置を認識し、その立ち位置から異文化圏の人々への共

感のあり方について考察を深めることを目標とする。 

 

This class is designed for students who are conscious of their own cultural positions.  With such consciousness, students are 

encouraged to explore the ways of compassion and sympathy for peoples in different cultures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

スーザン・ソンタグ(Susan Sontag)の Regarding the Pain of Others（原書）をメインテキストに講義する。メインテキストが参照して
いる文学、絵画、写真、あるいは本書のトピックと関連する図書・写真・映像作品等の読解も授業に織り込むことで、メインテキス

トの理解を深める。 

 

Susan Sontag’s Regarding the Pain of Others is the main text for this class. Besides close reading of the main text, students 

are expected to deepen their comprehension of the author’s argument through not only the quoted materials (literary works, 

paintings, and photographs), but also other related publications, photographs, and films, for further understanding of the main 

text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 執筆の背景と筆者の問題意識について 

2. 第 1 章 (pp.3―15) 

併読：ウルフ『三ギニー』、ヴェーユ「『イリアス』あるいは力の詩篇」 

3. 第 2 章 (pp.16―25) 

併読：リップマン『世論』 

4. 第 2 章 (pp.25―35) 

関連作品：「メキシカン・スーツケース： ロバート・キャパ」とスペイン内戦の真実 」（ トリーシャ・ジフ監督、2014 年） 

5. 第 3 章 (pp.36―52) 

併読：テニスン「軽騎兵の突撃」、ゴス『父と子』 

6. 第 4 章 (pp.53―65) 

・前半のまとめ 

7. 中間テスト 

8. 第 5 章 (pp.66―75)  

併読：『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記』 

9. 第 5 章 (pp.75―84) 

併読：トゥエイン「戦争の祈り」 

10. 第 6 章 (pp.85―92) 

併読：プラトン『国家』、バーク『崇高と美の観念の起原』、バタイユ『エロスの涙』 

11. 第 7 章 (pp.93―101) 

併読：ソンタグ『写真論』 

12. 第 8 章 (pp.102―106) 

併読：John Berger, Ways of Seeing（広告に関する部分） 
13. 第 9 章 (pp.107―113) 

14. 最終テスト およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①ホメロスの『イーリアス』を一読しておくこと。現時点で未読の場合には、親しみやすい訳書として、バーバラ・レオニ・ピカード

作・高杉一郎訳『ホメーロスのイーリアス物語』（岩波少年文庫 2013）をおすすめします。 

②毎回の予習（Reading Assignments)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard 上で案内する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/発表（下記「その他」参照）(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Susan Sontag. 2004. Regarding the Pain of Others. Penguin Books (ISBN:978-0-141-01237-7) 

このテキストは、初回授業時から持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ソンタグ著 北條文緒訳、2003、『他者の苦痛へのまなざし』、みすず書房 (ISBN:4-622-07047-2) 

2. ヴァージニア・ウルフ著 片山亜紀訳、2017、『三ギニー』、平凡社 (ISBN:9784582768602) 

授業計画内で「併読」と記載している文献は、その文献の一部（授業内容と直接関連する箇所のみ）を Reading Assignments とし

て Blackboard を通して案内します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生一人当たり１～2 回の発表を予定している。発表の概要は次のとおり： 

・担当回の本文全体の要約 

・本文中の歴史的事件の補足説明 

・引用されている資料（新聞、雑誌、写真、テレビニュース、映画など）の補足説明 

・担当した章（もしくは章の一部）のテーマを考え、見出しをつける 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1122 - 

■AM342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM342／文学講義 ４２ 

(Lectures on Literature 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、比較文化論に不可欠な問いの立て方について認識を深め、そのような問いの立て方を身につけることを目標とす

る。 

 

Any research in comparative culture requires appropriate research questions.  Understanding of how to prepare such questions 

is the goal of this class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スーザン・ソンタグの著作から、「写真」、「SF映画」、「女性の美」、「ボスニア」、「9・11」の５つの主題を扱ったエッセイを講読す

る。基本的に英文の原書をメインテキストにする。 

 

This course focuses on Susan Sontag’s essays for five particular themes: photography, sci-fi films, women’s beauty, Bosnian 

war, and 9.11.01.  The main materials for close reading are the original texts in English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スーザン・ソンタグの著作について 

2. "In Plato's Cave" from On Photography  (1977), pp.3―12 

3. "In Plato's Cave" from On Photography  (1977), pp.12―24 

4. "The Imagination of Disaster" from Against Interpretation and Other Essays  (1966), pp.209―218 

5. "The Imagination of Disaster" from Against Interpretation and Other Essays (1966), pp.218―225.  

6. "The Double Standard of Aging" from Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s (2013), pp.803―805. 

7. "Beauty: How Will It Change Next?" from Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s (2013), pp.806―812. 

8. 中間テスト 

9. "Waiting for Godot in Sarajevo"from Susan Sontag: Later Essays  (2017), pp.494―503.  

10. "Waiting for Godot in Sarajevo" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.503―516. 

11. "'There' and 'Here'" and  "9.11.01" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.517―523 and pp.709―710. 

12. "A Few Weeks After"and "One Year After" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.711―717 and pp.718―721. 

13. "Regarding the Tourture of Others" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.725―735. 

14. 最終テスト およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignments)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard 上で履修登録者に対して行

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表（下記「その他」参照）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは履修登録者に対し Blackboard より案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ソンタグ著 近藤耕人訳、1979、『写真論』、晶文社 (ISBN:4-7949-5866-8) 

2. スーザン・ソンタグ著 高橋康也ほか訳、1996、『反解釈』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08252-2) 

3. スーザン・ソンタグ著 木幡和枝訳、2009、『同じ時のなかで』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-4198-8) 

4. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2013. Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s. Library of America (ISBN:978-1-59853-255-

5) 

5. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2017. Susan Sontag: Later Essays. Library of America (ISBN:978-1-59853-519-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2～7、9～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回と担当箇所は初回授業時に指示する。発表内容は次のとおり： 

・担当箇所の要約 

・印象に残った考え方や気になった表現 

・引用されている資料の補足説明 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AM402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２ 

(Lectures on Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は春学期に続き、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で

成立したのかについて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際共通語とな

った現代英語の実態とその背景を考察する。 

 

In following with the spring semester material, this course will cover a range of topics in the wide field of English studies through 

studying modern English’s cultural and linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, 

students will consider the current state of the English language as the lingua franca of the world and how it became such in 

addition to studying historical and grammatical changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際共通語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、英語の文法・

語法の成立過程についての理解を深める。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the development of English’s grammar and syntax structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 後期イントロダクション 英語の世界的広がりと世界英語の文法的、語彙的特質 

2. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の歴史  

3. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語のアイデンティティ 

4. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語とイギリス英語の違い：文法・語彙的特徴

を中心に 

5. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の方言：発音の特徴を中心に 

6. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 カナダ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

7. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) オーストラリア英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

8. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) ニュージーランド英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

9. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) 南アフリカ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

10. 英語から新たな言語へ カリブ海地域の英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

11. 英語から新たな言語へ アフリカの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

12. アジアに伝わった英語 南アジアの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

13. アジアに伝わった英語 東南アジア・その他の地域の英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席及び受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４ 

(Lectures on Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観し、イギリス文学に関する

広い基礎知識を身につけることを目標とする。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表

現とテーマを分析することによって、それらの作品をイギリス文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける

作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature from the 18th 

century leading up to the modern era. The goal of this course is to provide students with wide-ranging, fundamental knowledge 

of British literature. Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic 

works of British literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to 

determine the significance and position of each work in the context of British literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適宜、音声や映

像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。また、授業時にリアクション・ペイパーを提出してもらうことで、学生の側の参加を

求める。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the 18th century leading up to the modern era. Classes will 

generally be conducted in the lecture style following the assigned reading. When appropriate, audio or visual media will be 

introduced to students to supplement their experience with the literary works. Student participation is requested in the form of 

reaction papers to be turned in during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 小説の勃興（デフォーとリチャードソン） 

3. 新古典主義と英語の標準化（サミュエル・ジョンソンほか） 

4. 18 世紀の諷刺文学と喜劇（スウィフトとシェリダン） 

5. ロマン派の詩（ワーズワス、キーツ、シェリー） 

6. 19 世紀初頭の小説と女性作家（メアリ・シェリーとジェイン・オースティン） 

7. ヴィクトリア朝小説（1）（ディケンズ） 

8. ヴィクトリア朝小説（2）（ブロンテ姉妹） 

9. 世紀末文学（ワイルドほか） 

10. モダニズム詩（イェイツとエリオット） 

11. モダニズムとポストモダニズム（ウルフとファウルズ） 

12. 不条理演劇（ベケットとピンター） 

13. 拡大する〈英〉（語圏）文学（ラシュディ、クッツェー、イシグロ） 

14. 期末試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の該当作家のページを必ず事前に読んでおくこと（個々の作家の背景にまで授業内で説明する時間

がないため、読んでいるという前提で講義を進める）。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その場で読めるように

辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業貢献度(30%) 

第 1-第 13 週のうち、欠席が 4回に達した時点で、第 14 週の筆記試験の受験資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ６ 

(Lectures on Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要作

家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 そのさい、各時代の文化的・社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of American literature by providing students with an overview of 

American literary history from the end of the 19th century to the modern era in addition to offering basic knowledge of 

significant authors and literary works. 

 Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of American 

literature and analyzing their unique themes and writing styles. With this knowledge, students will be able to determine the 

significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある歴史

的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅

する予定である。 

 

 Students will conduct an overview of the history of American literature from the end of the 19th century through the modern 

era and gain fundamental knowledge for research into American literature. By understanding the historical and social 

backgrounds of each work, students will become able to draw upon their scholastic knowledge to read the literary works rather 

than their own arbitrary interpretations. 

 The following syllabus lists the important authors of each wave of literary history, but classes will cover a wider range of 

authors than what is listed on the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、南北戦争後のアメリカ社会 

2. リアリズム（１）：Mark Twain を中心に 

3. リアリズム（２）：Henry James を中心に 

4. フェミニズムと文学（１）：Kate Chopin を中心に 

5. フェミニズムと文学（２）：Mary W. Freeman & Charlotte Perkins Gilman  

6. モダニズム（１）：F. Scott Fitzgerald を中心に 

7. モダニズム（２）：William Faulkner を中心に 

8. モダニズム（３）：Ernest Hemingway を中心に 

9. アメリカ演劇：Tennessee Williams を中心に 

10. 人種とアメリカ文学（１）：Bernard Malamud を中心に 

11. 人種とアメリカ文学（２）：Toni Morrison を中心に  

12. ポストモダン：Raymond Carver を中心に 

13. 学期の振り返り 

14. 授業内期末試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』  』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻』、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ８ 

(Lectures on Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス (および旧イギリス植民地) の広い意味での現代小説から、人間の老いと死 (を見据えた生き方) を考察する四人の作

家の作品を取り上げ、詳しく解説することで、高齢化社会においてますます切実な問題となりつつある ageing の問題と文学の関

わりへの視座を獲得してもらう。 

 

This course will cover the modern novels of four authors from the UK (and former British colonies) and consider the meaning of 

human aging and death (or lifestyle focused on death). By thoroughly understanding the works, students will gain a new 

perspectives on the increasingly present issues of aging and aging society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Memento Mori (Muriel Spark, 1959)、 An Artist of the Floating World (Kazuo Isiguro, 1986)、Age of Iron (J. M. Coetzee, 1990)、

Elizabeth Is Missing (Emma Healey, 2014) という、いずれも老いと直面してさまざまな形で動揺する人間たちを題材としつつ、そ

れぞれに際立った個性を持つ作品の重要部分をプリントで配布し、その語りのあり方を検討してゆく。また、作品全体が持つ社会

的・文化的背景にも言及する。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを提出してもらう。レスポンスペーパーには、必ず「作品理解を進めるために質問してみたい点」

を書き添えること。特に有意義な質問は次の回の授業で紹介し、その回のレスポンスペーパーで各人に答えてもらう。 

 

Students will read selections from Memento Mori (Muriel Spark, 1959), An Artist of the Floating World (Kazuo Ishiguro, 1986), 

Age of Iron (J.M. Coetzee, 1990), and Elizabeth Is Missing (Emma Healey, 2014). Each of these works directly faces the issue of 

aging through the varied trials and tribulations of their characters. After reading the printed, important sections of each of these 

unique works, students will consider the lessons each story is trying to convey. In addition, time will be dedicated to 

understanding the social and cultural backgrounds that each literary work shares. 

 

All students will turn in response papers several times over the duration of the course. Students will also be required to attach 

questions they would like to ask to enhance their understanding of the works to their response papers. Particularly interesting 

questions will be introduced in the next class, and students will be asked to answer those questions in the response paper for 

that class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Muriel Spark, Memento Mori を読む (1) 

3. Muriel Spark, Memento Mori を読む (2) 

4. Muriel Spark, Memento Mori を読む (3) 

5. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (1) 

6. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (2) 

7. Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World を読む (3) 

8. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (1) 

9. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (2) 

10. J. M. Coetzee, Age of Iron を読む (3) 

11. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (1) 

12. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (2) 

13. Emma Healey, Elizabeth Is Missing を読む (3) 

14. 最終テストと全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの学生を当て、質問したり、発言してもらったりするようにしたい。そのため、プリントで配られた箇所の丹念な予習は

必須。また、作品の全体も、翻訳でもよいのであらかじめ読んでおいてください (Elizabeth Is Missing だけは翻訳がないが、ぜひ
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原文でチャレンジしてもらいたい)。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. ミュリエル・スパーク、2015、『死を忘れるな』、白水 Uブックス (ISBN:9784560072028) 

2. カズオ・イシグロ、2006、『浮世の画家』、ハヤカワ epi 文庫 (ISBN:9784151200397) 

3. J・M・クッツェー、2008、『鉄の時代』、河出書房新社 (ISBN:9784309709512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １０ 

(Lectures on Literature 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 みかよ(SAKUMA MIKAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の学習項目は、アメリカの歴史・社会・文化を文学作品・映像から理解することである。１９世紀の作家の小説を中心とそ

れらを元に作られた映像から現代文化に与えた影響を理解する。 

 

This course will focus on understanding American history, society, and culture through its literary works and visual media. 

Students will study the influence of 19th century novels and their film adaptations on modern American culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史を歴史として語り継ぐためには、物語（ストーリー）が必要である。そしてそのストーリーは人々の記憶となり、やがて歴史とな

るという循環をする。その際にストーリーで成り立つ小説はどんな役目をはたしか。エドガー・アラン・ポーは評論において文学の

役目は taste を表現することであり、それは pure intellct（科学）と moral sence（宗教）と並ぶものとした。taste を持ったストーリー

が歴史的事象をどのように表現したか、１９世紀を中心として文学作品とその映像作品を鑑賞し、ディスカッションすることで考察

する。 

 

Passing on history from one generation to the next requires a story. It is the story that remains in the memories of people, and 

eventually, those stories become history itself completing the cycle. So what role do novels play in forming these stories? 

Through his commentary, Edgar Allen Poe fulfilled literature’s role in expressing “taste” in written form; “taste” being equal to 

pure intellect (science) and moral sense (religion). Students will consider how stories with taste portrayed historical events 

through reading literary works from the 19th century, viewing the film adaptations, and engaging in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 記憶される独立期の女性ー感傷小説の女性像 イライザ・ウオートン 

3. アメリカ独立戦争 無名の戦士を記憶する 

アメリカ独立戦争 ハーマン・メルヴィルの『イズラエル・ポッター』１ 

4. アメリカ独立戦争 無名の兵士を記憶する 

アメリカ独立戦争 ハーマン・メルヴィルの『イズラエル・ポッター』２ 

5. 独立戦争と記憶 

日本の無名兵士の記憶との比較『壬生義士伝』 

6. 宗教と熱狂の記憶１ 

１７世紀の魔女裁判 とホーソーン 

7. 宗教と熱狂の記憶２ 

 『るつぼ』マッカーシズムへの系譜 

8. 宗教と熱狂の記憶３ 

『エルマー・ガントリー』 現代のメガチャーチへの系譜 

9. 恐怖の記憶１ 

ポーのホラー小説の１９世紀的意味 

10. 恐怖の記憶２ 

ラフカディオ・ハーンの怪談と近代日本の記憶 

11. 恐怖の記憶３ 

日系移民と強制収容所 Snow Falling on the Cedars 

12. 恐怖の記憶４ 

戦争とトラウマ 

13. 過去を取り戻すこと 

ユダヤ人の場合 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業中に言及した映画・作品で授業内で紹介できないものは、各自鑑賞し概要をまとめること。予復習には２時間以上かけるこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/授業内活動(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史  上』、岩波書店 (ISBN:9784000220972) 

2. コリン・ウッダード、2017、『１１の国のアメリカ史  下』、岩波書店 (ISBN:9784000220989) 

3. Herman Melville. 2008. Israel Potter. Penguin 

4. Shelley Fishkin. 2002. A Historical Guide to Mark Twain. Oxford UP 

5. Lafcadio Hearn. 2011. Kwaidan. Tuttle 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １２ 

(Lectures on Literature 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
富山 英俊(TOMIYAMA HIDETOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ 1950 年代以降の詩人たち、またポピュラー音楽の分野の歌う詩人たちの作品を鑑賞し、その言語表現の特徴を理解し、

その時代背景を把握する。 

 

This course will explore the unique characteristics of forms of expression and the contextual background of American poetry 

and popular music from the 1950’s onward through reading literary works of the musical figures of the time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いわゆる詩人としては第二次大戦後のアメリカ詩を主導した Robert Lowell の 50 年代の作品と、その当時に登場したいわゆるビ

ート派を代表する Allen Ginsberg の初期の代表作を読む。また重要な女性詩人 Elizabeth Bishop の作品も扱う。歌う詩人として

は、60 年代に登場して今日まで旺盛な活動を続ける Bob Dylanの作品を聴き・読むが、また Neil Young、Joni Mitchell などの諸

作品を聴き、読み解いていく。ことばの意味を自在に圧縮伸張する独特の表現の世界を味読すると同時に、20 世紀後半以降の

アメリカ社会史・精神史の背景を紹介・確認する。米ソ冷戦、公民権運動、ベトナム戦争、対抗文化、その後の保守化といった趨

勢を把握してもらいたい。 

 

Students will study the works of iconic post-WWII America poet Robert Lowell from the 1950’s. In addition, students will also 

read the beginning works of Allen Ginsberg, a representative figure of the Beatnik movement in motion at the same time. Works 

by significant female poet Elizabeth Bishop will also be included in study. As for poetic singers, students will listen to and the 

read the works of Bob Dylan, who rise to popularity in the 1960’s and still enjoys a prolific career, as well as Neil Young, Joni 

Mitchell, and other musical figures. This course will teach students how to enjoy the literary expressions of the era when poets 

freely compressed and expanded the meaning of language and introduce the social and intellectual context of America in the 

latter half of the 20th century. Students will learn about the Cold War, the Civil Rights Movement, the Vietnam War, 

counterculture, the rise of conservatism, and other social trends that swept the nation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Robert Lowell① 

3. Robert Lowell② 

4. Allen Ginsberg① 

5. Allen Ginsberg② 

6. Bob Dylan① 

7. Bob Dylan② 

8. Bob Dylan③ 

9. Neil Young① 

10. Neil Young② 

11. Joni Mitchell① 

12. Joni Mitchell② 

13. Elizabeth Bishop① 

14. Elizabeth Bishop② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

[予習]授業時に配布したプリントの指定箇所を予習すること。 

[復習]授業内容を整理把握し、作品をさらに鑑賞し理解を含めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント配布。 

 

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） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １４ 

(Lectures on Literature 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 2 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義の目標は以下の２つです。 

１ シェイクスピアの戯曲を英語と日本語訳で読みながら、特定の台詞や場面の意味が解釈できる。 

２ シェイクスピア演劇の上演や映画化を観たときに、特定の場面の演出に、演出家や映画監督のどのようなテクスト解釈や演出

意図が反映されているか考えることができる。 

 

This course aims to achieve the following 2 goals: 

1 Teach students how to interpret the meaning of specific lines and scenes from Shakespeare plays while reading the scripts in 

both English and Japanese. 

2 Enable students to consider what interpretations theater producers and film directors drew from the text based on what is 

being shown to the audience during specific scenes when viewing theater productions or film adaptations of Shakespeare plays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義のテーマは、「シェイクスピアと現代文化～Shakespeare Meets Contemporary Culture」です。2016 年は、イギリスの劇作家

ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616 年）の没後 400 周年に当たりますが、シェイクスピアの演劇の人気は、彼がロンドンの劇

壇で活躍していた頃からほぼ 400 年以上経った現在でもまったく衰えることなく、本国イギリスのみならず、全世界で毎年上演さ

れ、さらに続々と映画化されています。この講義では、シェイクスピアの演劇の映画版や上演のヴィデオや DVD を観ながら、シェ

イクスピアの原書と翻訳を読みながら、講義していきます。この講義では、シェイクスピア演劇の四大ジャンルをすべて網羅しま

す。「喜劇」の中からロマンティック・コメディの代表作と呼ばれている『十二夜』を、「歴史劇」の中から『ヘンリー五世』を、悲劇の

中から『オセロー』を、ロマンス劇の中から『冬物語』を選んで講義します。 

 

The theme of this course is “Shakespeare Meets Contemporary Culture”. 2016 marked the 400th year anniversary of the death 

of British playwright William Shakespeare (1564-1616), and the popularity of his works and their prominence in London’s theater 

scene have yet to wane in the over 400 years since their debut. Shakespeare’s works still feature in theater productions every 

year in both the UK and other countries worldwide in addition to the steady flow of film adaptations. In this course, students will 

watch DVDs of film adaptations and theater productions of Shakespeare’s works as well as read both their original texts and 

translations. The selection of Shakespeare works will feature all four major genres. Twelfth Night is the comedy selection for 

this course, and it is highly appreciated as Shakespeare’s representative romantic comedy. Students will also read Henry V of 

Shakespeare’s histories, Othello of Shakespeare’s tragedies, and The Winter’s Tale from Shakespeare’s late romances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映画に現れる映像の文法とは 

2. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（１）女優による〈男装するヒロインの演技〉 

3. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（２）喜劇のエンディングの問題性 

4. 『十二夜』第１幕、第２幕講義 

5. 『十二夜』第３幕、第４幕、第５幕講義 

6. 『オセロー』第１幕、第２幕講義 

7. 『蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第１幕、第２幕鑑賞 

8. 『オセロー』第３幕講義 

9. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第３幕鑑賞 

10. 『オセロー』第４幕講義 

11. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第４幕鑑賞 

12. 『オセロー』第５幕講義 

13. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第５幕鑑賞 

14. 総括――近年のシェイクスピア劇の上演と映画化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 
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復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リスポンス・ペーパー兼出席票(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。出席の取り扱いについては、就職活動等につ

いては考慮する場合があります。 毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行いま

す。すべての項目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていな

いシートは、平常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Margreta De Grazia et al.、2010、『The New Cambridge Companion to Shakespeare  』』、Cambridge University Press 

(ISBN:0521713935) 

2. 喜志哲雄、2008、『シェイクスピアのたくらみ』、岩波書店 (ISBN:4004311160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  
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■AM416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １６ 

(Lectures on Literature 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評・理論 2 

担当者名 

（Instructor） 
秦 邦生(SHIN KUNIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の到達目標は次の通りです。（１）二〇世紀初頭以降の批評理論の展開について概略的な知識を得る。（２）それぞれの

理論の基本的発想を知り，重要な用語については深く理解する。（３）授業で学んだ理論を応用する。 

 

The objectives of this course are as follows: (1) Provide students with basic knowledge of the development of critical theory 

from the early 20th century. (2) Help students understand the fundamental ideas of each theory and develop their 

understanding of important vocabulary. (3) Teach students to apply these theories in class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，入門者向けに，批評理論の展開に貢献してきた代表的な批評家・思想家・専門用語などについて一般的な解説を

行いつつ，文学・文化テクストをより深く読むための方法論を追求します。「文学講義１６」では主に作品を外在的な観点から深く

読むためのさまざまなアプローチをとりあげます。 

 

This introductory course will introduce students to significant writers and thinkers as well as technical terms and explain their 

contributions to the development of critical theory. Students will also learn about reading methodologies to enhance their 

understanding of literature and literary text. Lecture on Literature 16 will mainly cover deep reading approaches of the works 

from an external perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 批評理論とは何か（外在的アプローチ） 

2. 精神分析批評の方法（１） 

3. 精神分析批評の方法（２） 

4. 精神分析批評の方法と解釈の具体例 

5. マルクス主義批評の方法（１） 

6. マルクス主義批評の方法（２） 

7. マルクス主義批評の方法と解釈の具体例 

8. フェミニズム批評の方法 

9. フェミニズム批評の方法と解釈の具体例 

10. クィア批評の方法 

11. クィア批評の方法と解釈の具体例 

12. ポストコロニアル批評の方法（１） 

13. ポストコロニアル批評の方法（２） 

14. ポストコロニアル批評の方法と解釈の具体例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に配布するプリントの予習・復習など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業中に随時実施するコメントシート(20%) 

単位評価の対象となるためには、前提として全授業の８割以上の出席を必須とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋洋一編、2006、『現代批評理論のすべて』、新書館 (ISBN:978-4403250873) 

その他は初回授業中に文献表を配布して指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業での出席、事前・事後学習のみならず、授業内で配布する参考文献リストなどを積極的に読み進めると理解が深まる

でしょう。なお、出席態度の悪い学生や、目立った遅刻などには対しては厳正に対処します。授業には緊張感をもって臨んでくだ

さい。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １８ 

(Lectures on Literature 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 2 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇という表現形態に親しみ，アメリカ演劇の歴史とその特徴について基礎的な知識を身に付けること。 

 

This course aims to introduce students to theater as a form of expression and provide basic knowledge of American theatrical 

history and American theater’s unique characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋演劇の展開を概観したうえで，アメリカ演劇の代表的な作家を取り上げ，その経歴，作品の概要等を講義する。西洋演劇の

伝統にアメリカ演劇を位置付けたうえで、その特徴を明らかにする。できる限り視聴覚資料も活用し，「見る」講義でもあるよう工

夫する。 

 

Students will conduct an overview of the historical development of western theater before studying significant works of 

American theater, their histories, and summaries through lecture. Students will also discover how American theater fits into the 

wider tradition of western theater as well as what makes American theater unique. As much as possible, this course will utilize 

audio-visual materials to construct multimedia lectures for the students to experience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋演劇史（１）――ギリシア悲劇 

2. 西洋演劇史（２）――シェイクスピア 

3. 西洋演劇史（３）――近代劇 

4. R・タイラー 

5. E・オニール 

6. L・ヘルマン 

7. T・ワイルダー 

8. T・ウィリアムズ（１） 

9. T・ウィリアムズ（２） 

10. A・ミラー（１） 

11. A・ミラー（２） 

12. N・サイモン 

13. D・H・ホアン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また出来るだけ劇場に足を運んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １９ 

(Lectures on Literature 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世英文学 

担当者名 

（Instructor） 
不破 有理(FUWA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アーサー王伝説とは：現代のファンタジー作品の世界観を築いたといわれるアーサー王伝説を、英国の王権の歴史と関係付けな

がらその概要を学ぶことを目標とします。 

 

In this course, students conduct an overview of the legend of King Arthur, said to be the inspiration for modern fantasy world-

building, and its historical connection to British royal tradition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーサー王伝説は西欧においてもっともよく知られた伝承です。そもそも「アーサー王」は実在したのでしょうか。本講義では、現

存最古の写本などの文献資料のほか、アーサー王伝説ゆかりの歴史的遺物、ラファエロ前派の絵画や現代の映画作品などの

視覚資料を用いながら、どのように今日伝わるアーサー王物語が形成されるに至ったのか、およそ 1500 年間にわたるアーサー

王伝承の変容の様相を概観します。毎回、課題をリアクションペーパーでまとめ、次回の講義につなげ、理解を深めます。 

 

The legend of King Arthur is Western Europe’s most well-known piece of folklore. But did King Arthur ever exist? In this course, 

students will utilize the oldest existing manuscript and other literary materials, historical relics, works from the pre-Raphaelite 

Brotherhood, modern film adaptations, and other visual media to study the formation of the modern interpretation of the legend 

of King Arthur and its transformation in the over 1500 years of its existence. Each class, students will summarize their thoughts 

of the topics discussed during that class in a reaction paper and use that paper to deepen their understanding of the next class’ 

topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：英国とは アーサー王伝説とは 

2. アーサー王は実在したのか：ウェールズ伝承とラテン語年代記 

3. ノルマン征服とアーサー王伝承：ウェールズの聖人伝 

4. ジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth) 『ブリタニア列王史』 

5. 円卓の登場：ワース (Wace)とラヤモン(Layamon) 

6. 聖杯伝説の誕生:  クレチアン・ド・トロワ(Chrétien de Troyes) 

7. グラストンベリー伝説とアーサー 

8. 14 世紀のアーサー王物語：頭韻詩『アーサーの死』 

9. 『サー・ガウェインと緑の騎士』 

10. テューダー朝におけるアーサー王： 

サー・トマス・マロリー(Sir Thomas Malory)の『アーサー王の死』 

11. アーサー王伝説の衰退と復活：『アーサー王の死』の出版史から 

12. アーサー王、復活：アルフレッド・ロード・テニスン(Alfred Lord Tennyson) の”The Lady of Shalott” 

13. テニスンの『国王牧歌』とラファエル前派の絵画、そして漱石へ 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義要綱に掲載した参考文献および授業内で提示する文献を授業前後に読んでおくことが望ましい。毎回ミニ課題を設定する

ので、講義のみならず、関連文献を読み、理解を深めて次回の講義につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 青山吉信、1985、『アーサー伝説』、岩波書店 

2. アンヌ・ベルトゥロ、1997、『アーサー王物語』、創元社 

3. ジェイムズ・ノールズ、2000、『アーサー王物語』、偕成社文庫 

4. ジェフリ・オブ・モンマス、2007、『ブリタニア列王史』、南雲堂フェニックス 

5. 1990-96、『フランス中世文学集』、白水社 (4 巻本) 

6. ラヤモン、1997、『ブルート』、大阪教育図書 

7. サー・トマス・マロリー、2004-07、『アーサー王物語』、筑摩書房 (5 巻本) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２４ 

(Lectures on Literature 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 昭子(MIZOGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ英語圏関連の文学を読み、伝統と植民地化／近代の狭間に生きる女性達の表象について知識を深め考察する。  

 

This course will deepen understanding of the image of women  at the crossroad of  tradition and colonial modernity and 

consider its significance through reading literature related to English-speaking countries in Africa.  

 

授業の内容（Course Contents） 

植民地時代の支配者の言葉であり、現在はアフリカ英語圏の公用語である英語で書かれたアフリカの文学および関連映像と批

評を通し、伝統と植民地化／近代化の狭間に生きる女性達の表象について考察し、重層的なアフリカのジェンダーおよびセクシ

ャリティー理解を目指す。  

 

Students will consider the image of women at the crossroad of  tradition and colonial modernity,  as well as explore 

multilayered gender and sexuality concepts in  Africa, through reading African literature in English (the colonial language of 

Africa and now one of the official  languages in Africa) and critiques, and watching related media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ英語文学の背景  

2. ナイジェリアの歴史 および Chinua Achebe の小説 Things Fall Apart 考察（１） 一般的な内容理解 

3. Chinua Achebe の小説 Things Fall Apart 考察（２） ジェンダー的視点からの考察 

4. Chimamanda Ngozi Adichie の"The Headstrong Historian"短編考察  

5. Buchi Emecheta の小説 The Joys of Motherhood 考察  

6. Chimamanda Ngozi Adichie の小説 Half of a Yellow Sun 考察（１）  

7. Chimamanda Ngozi Adichie の小説 Half of a Yellow Sun 考察（２）  

8. ケニアの歴史および Ngugi Wa Thiong'o の小説 The River Between 考察（１）  

9. Ngugi Wa Thiong’oの小説 The River Between 考察（２）  

10. 関連批評および映像（１） 

11. 関連批評および映像（２）  

12. Sara Baartman 表象を巡る文学 

13. ジンバブエの歴史および Tsitsi Dangarembga の小説 Nervous Conditions 考察（１）  

14. Tsitsi Dangarembga の小説 Nervous Conditions 考察（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料にて毎回指定された英語を読み、プリントにある質問に答えておく。 時によっては学外で映画を鑑賞し小課題をこなす

などを要求する場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/出席等（毎回の課題あるいはコメントカード提出で代用）(30%)/毎回の課題等(29%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて教示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM428 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２８ 

(Lectures on Literature 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 2 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イギリス人の祖先がブリテン島に到来する前の大陸時代から古英語時代(5 世紀半ば～11 世紀半ば)までの言語とそれを取り

巻く状況、ならびに文献から透けて見えるイギリス人の祖先の世界観の概略を理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand (1) the history of the language from the era when the ancestors of the British 

people lived on the European continent to that of the Old English (the mid 5th to mid 11th centuries) and (2) the circumstances 

surrounding them, as well as the world view of the ancestors seen through their literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、あるいはまた footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうか、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史のなかでもとくに英語のもつゲルマン的な性格が色濃い古英語時代のことばと文化を学びながらみな

さんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶということは英語を立体的に見つめる目をも

つということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現代という時間のいわば表面に現れた現象だ

けを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

Ever since we started learning English many of us have surely had many doubts about the language - why does the subjunctive 

past form say “If I were...”, for example, or, why does the word “foot” become “feet” in plural instead of “foots”, etc. 

 It is often said that a language is a product of time. Naturally, it gives form to the human spirit. However, humans have lived 

throughout many periods, and it is in those periods in which the spirit is made. That is why many of the mysteries concerning a 

language can be explained by studying its history. 

 In this lecture you will find some answers to your doubts regarding English through the stories of the Old English and of the 

culture in which the Germanic aspects of the language strongly remained. Without historical aspects, you cannot understand the 

true nature of the occurrence. 

 For those aiming to become an English teacher, this kind of perspective is necessary. It is often said that a tree extends its 

roots under the surface of the soil as wide as the branches grow above. 

 Lastly let me introduce some words from the late Professor Itsuki Hosoe, the author of An Outline of English Syntax: “The 

present cannot exist without the past. If you intend to understand modern English clearly, you must also refer to the English 

language of the past.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション：英語の「大和ことば」と外来語 

2. 印欧語族と比較言語学：グリムの法則、ラテン文化 vs ゲルマン文化 

3. ゲルマン人の世界観 1：Gods はなぜ複数形、どんな神様？ 

4. ゲルマン人の世界観 2：beliefのなかに leaf、true のなかに tree 

5. ゲルマン人の世界観 3：ルーン文字の秘密 

6. 印欧語族のブリテン島到来 1：ケルト人とローマ人 

7. 印欧語族のブリテン島到来 2：ゲルマン人がアングロ・サクソン人になるとき 

8. アングロ・サクソン人のキリスト教改宗：Gods から Godへ 
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9. ヴァイキングの侵略 1：｢彼ら｣は｢卵｣や｢パン｣から｢死ぬ｣まで北欧からもってきた 

10. ヴァイキングの侵略 2：古英語へのヴァイキングの影響 

11. 古英語の文法 1：格に依存する言語とは 

12. 古英語の文法 2：不規則変化は本当に｢不規則」？ 

13. 古英語を読む 1：頭韻詩---ゲルマン諸語の中で最古の叙事詩 Beowulfなどを読んでみよう 

14. 古英語を読む 2：散文---イギリス版『日本書紀』Anglo-Saxon Chronicle などを読んでみよう  

および筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトを Blackboard からダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復習には下に掲げる参考文献

を読めばいっそう理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable、2012、『A History of English Language, 6th ed.』』、Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. History of English Words. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. 風間喜代三、1993、『印欧語の故郷を探る』、岩波書店 (ISBN:978-4004302698) 

4. 中沢新一、2002、『熊から王へ』、講談社 (ISBN:4-06-258239-2) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 渡部昇一、1977、『英語の語源』、講談社 (ISBN:978-4061158801) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の見方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０ 

(Lectures on Literature 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 2 

担当者名 

（Instructor） 
海田 晧介(KAITA KOUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語文法の諸現象について、歴史的観点からある程度の説明ができるようになることを目指す。英語は歴史上、諸外国語

（ドイツ語・フランス語・ラテン語・ギリシア語など）との密接な関連を持っているため、英語以外の言語を学ぶ重要性も関連付けて

認識できるようになることも目指す。英語の背後にある歴史的知見を得ることで、大学で英語について深く学ぶべき意義を身につ

けていただきたい。 

 

This course aims to help students explain phenomena of modern English grammar from a historical perspective. Over the course 

of history, English has maintained close relationships with several foreign languages (German, French, Latin, Greek, etc.). This 

course also aims to help students become aware of the importance of learning a language other than English and its connection 

to the English language. Armed with the knowledge of English’s historical background, students ought to understand the 

significance of in-depth English study in university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、英語という言語の持つ歴史を扱う。一般に言語の歴史を学ぶ場合、その言語が用いられている国の社会・政治的変

動を扱う外面史と、その言語の語法の変化という内面史の二つの知識が必要とされる。本講義は英語が現代に至るまで経験し

てきた外面史を大枠として導入しつつ、文字、発音、品詞、文法といった要素に関わる内面史を扱う。英語はなぜ世界中で用いら

れているのか？なぜ現代の英文法には不規則な名詞や特殊な過去形など、例外とされる規則があるのか？これらの問題は現

代の英語のみならず、その歴史的背景を見ることで解決できることがある。本講義は我々が英語について抱きがちな問いに触れ

つつ、歴史的背景から英語の諸問題を垣間見ることで、英語という言語が今日ある姿に変容した過程を講義する。 

 

なお講義内容は春学期開講の「文学講義 29（英語構造論 1）」と一貫した体系を成すため、こちらも履修することが望ましい。 

 

This course will cover the history of the English language. When studying the history of a language, one typically requires 

knowledge of these factors: external factors such as the social and political changes of the country where the language is used 

and internal factors such as changes in grammar. Students will discuss the idea of considering the external factors the English 

language has experienced until reaching its modern state as a frame of reference and internal factors as it relates to letters, 

pronunciation, parts of speech, and grammar. Why is English so widely used? Why does modern English contain irregular nouns, 

unique past tense verb forms, etc. that break the rules of the language? By not only focusing on English in its modern form, 

these issues can be solved by considering its historical background as well. This course will explore the typical questions we 

hold regarding English, view the English language through its historical background, and study modern English’s transformation 

into what it is today through lecture. 

 

The content of this course was planned in unison with the spring semester Lectures on Literature 29 (English Studies Theory 

1), so it is recommended that students complete the aforementioned course as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明・英語史の大枠復習 1 

2. 英語史の大枠復習 2 

3. 語形変化 

4. 主節と従属節 

5. 接続詞 

6. 動詞・助動詞 1 

7. 中間テストおよび動詞・助動詞 2 

8. 動詞・助動詞 3 

9. 動詞・助動詞 4 

10. 否定語法 

11. 言語の揺れ 1 

12. 言語の揺れ 2 

13. 世界の英語 
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14. 期末試験・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の講義前までに予め指示した教科書の範囲を必ず読んでくること。講義では受講者が該当範囲を既に読んでいるという前

提で、その範囲に関連する事項について詳しい内容を展開する。 

 授業時間内のみで英語史の知識を体系的に身に着けることは困難である。授業から興味を持った事項については、適宜図書

館の資料などを自ら積極的に利用し、少しでも英語の歴史を自分で理解しようとする努力を怠らないでいただきたい。同じ内容を

複数の参考書（例えば英語史の入門書数冊）がどのように記述しているかを比べてみるのも面白い。その他「授業の目標」にある

ように、英語以外の諸外国語の学習も勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(30%)/授業内での課題(20%) 

授業を 4 回以上欠席した場合、単位修得は不可能となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 家入葉子、2007、『ベーシック英語史』、ひつじ書房 (ISBN:9784894763494) 

講義資料としては教科書の他に、ハンドアウトを用い、講義の内容はこれに基づく。毎授業平均 2-3 ページほどの予定。 

 

なお、教室内では教壇の手前から着席すること。積極的に対象に向き合う姿勢を歓迎する。また授業中の携帯電話やスマートフ

ォンなどの使用は、教員が許可した場合を除き、禁止する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤貞雄、2002、『英語史入門―現代英文法のルーツを探る』、開拓社 

2. 小倉美知子、2015、『変化に重点を置いた英語史』、英宝社 

3. 岸田隆之・早坂信・奥村直史、2002、『歴史から読み解く英語の謎』、教育出版 

4. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中公新書 

5. 中尾俊夫・児馬修、1990、『歴史的にさぐる現代の英文法』、大修館書店 

6. 堀田隆一、2011、『英語の「なぜ？」に答える はじめての英語史』、研究社 

7. 八木克正、2018、『英語にまつわるエトセトラ』、研究社 

授業にて、詳しい参考文献書目を配布する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３２ 

(Lectures on Literature 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 2 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１から７：カジュアルなスタイルで話される時の英語音声の特徴を理解し、英語の文を発音したり聴いたりする際に役立てる。 

９から１４：音の置き換えには、強化過程と弱化過程の２つがある。聞き手が知覚しやすいように、との効果をもつ強化過程を取り

上げ、ある音が別の音に、どのように・なぜ変化するのかを理解する。 

 

1-7: Students will practice understanding the unique sounds of casual English. This will be useful when pronouncing English 

sentences and listening to them. 

9-14: There are two processes for metathesis in English: strong and weak. This section will cover the strong process for 

metathesis making it easier for the listener to perceive the sound. Students will study the process of transposing sounds, how 

to perform the process, and the reasoning behind transposition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１から７：後述の音の置き換えの点で注目すべき音声現象を音声を聴きながら確認し、単独で発音された単語の発音形と、自然

なスピードで話された単語連鎖の発音形とを対応付ける音の置き換えを解説する。９から１４：相対する３つの極 [i, u, a]の音声

特徴を強化する方向で母音は変化します。大母音推移、現代の英語の変種(GA, RP, Aus, NZ等）を取り上げ、母音の強化過程

を講義する。 

 

1-7: Students practice listening to voice phenomena requiring attention during the process of transposing sounds written below. 

In addition, students will also study sound patterns in individually pronounced words, consecutive words spoken at natural 

speed, and the process of metathesis between them. 9-14: Students will learn the change of the pronunciation of vowel sounds 

in the direction of emphasizing the unique characteristics of the opposing poles [i, u, a]. Students will also learn the processes 

of emphasizing vowel sounds from their studies of the Great Vowel Shift and variants of modern English (e.g. GA, RP, Aus, and 

NZ, and others). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音声生成の仕組み（Prosodic mapping、強化過程、弱化課程）、Prosodic mapping 

2. 機能語（文強勢が置かれない位置に入る語）の弱形 

3. 音声環境（音節頭位・末位、強勢の有無）による閉鎖音のさまざまな異音、弾音化の条件 

4. 子音連続の同化（調音位置の同化；硬口蓋音化を含む）  

5. 子音連続の同化（狭めの同化；硬口蓋音化を含む、調音様式の同化）  

6. 子音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

7. 母音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

8. 中間テスト 

9. 母音を特徴づける３つの音声特徴 （Palatality, Labiality, Sonority） 

10. 大母音推移   

11. Raising （Palatality/Labiality を増大させる音の置き換え） 

12. Lowering（Sonority を増大させる音の置き換え） 

13. Depalatalization, Delabialization （Palatality/Labiality を取り去る音の置き換え） 

14. Palatalization, Labializaiton （Palatality/Labiality を付加する音の置き換え,） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/小テスト（各回の授業内）の合計(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回ハンドアウト、ワークシートを配布する（テキストは使用しない） 
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参考文献（Readings） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

2. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とする.。１～７では音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 各回の小テストは、次回授業開始時に返却、フィードバックをおこなう。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM434 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３４ 

(Lectures on Literature 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 2 

担当者名 

（Instructor） 
武田 将明(TAKEDA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、文学作品を読みながら「イギリス」の多様性について考える。 

 イギリスこと連合王国（United Kingdom）は常に複数の民族と地域を統合する複合国家（composite state）として存在してきた。

ゆえにその文化も本質的に異種混交的（hybrid）である。 

 17 世紀にイングランドとスコットランドの王家が統一され、18世紀にはイングランド、スコットランド、アイルランドがひとつの国家

として統合される。他方で、この連合王国は非ヨーロッパ圏に植民地を建設し、18 世紀の後半に北米植民地の独立という（イギリ

ス側から見た）失策をおかしたものの、19 世紀にはいわゆる「大英帝国」が繁栄を極める。20 世紀にはこの大帝国が解体し、（北

部を除く）アイルランドの独立も許したものの、EUの加盟国としてヨーロッパ諸国と共に発展する新たな道を選んだ、はずだった

が、2016 年に EU離脱（Brexit）を表明し、世界を驚かせたのは周知のとおりである。Brexitはイギリス内部でもさまざまな不協和

音を生みつつあるが、これからのイギリスはどうなるのか。 

 文学作品の発表された時代の政治情勢や文化的背景に注意を向けることで、個々の作品をバラバラに読むだけでは見えにく

い「イギリス」の多様性を理解し、さらには「国家」や「民族」、「近代」といった現代社会を生きる上で重要な概念についても、歴史

的考察を深めていただくのが本講義の目標である。 

 

This course will consider the diversity of the UK through its literature. 

 The UK (United Kingdom) is a composite state, a country formed by the union of multiple peoples and regions. Consequently, 

its culture is intrinsically a hybrid culture. 

 The UK was formed by the 17th century unification of the kingdoms of England and Scotland and the later addition of Ireland 

to the union in the 18th century. The union later established colonies beyond Europe, and although their North American 

colonies failed (from the perspective of the UK) as a result of their independence in the late 18th century, the 19th century was 

undoubtedly a prosperous time for the aptly named British Empire. The 20th century led to the dissolution of the British Empire 

(except for its northern territories) and its granting of Irish independence, but its status as an EU member nation set it on a 

new development path. However, it was announced in 2016 that the UK would be formally leaving the EU (Brexit), and it is well-

known that the world was taken by surprise at this action. Given the varied opposition to Brexit within the UK’s borders, what 

will become of the country? 

 By focusing on the political circumstances and cultural information of the time period portrayed in literary works, this course 

will explore the hidden diversity in British literature difficult to see when reading without order or purpose. The goal of this 

course is to thoroughly consider the core concepts of state, ethnicity, and modernity present in modern society through a 

historic lens. Through considering these ideas, students can expect to deepen exchange with international students from the UK 

and other countries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、エリザベス朝から現代まで、過去 400 年にわたるイギリス文学作品、およびその映像化作品を、複合国家という文

脈から紹介する。ただし、主に扱うのは、イギリスの政治経済の改革が急速に進展し、近代国家としてのイギリスの礎が築かれた

18 世紀の作品である。 

 シェイクスピアの『ヘンリー５世』を国家の問題を切り口にして分析し、アフラ・ベーンの『オルーノーコ』を近代的な価値観の台頭

を予告する作品として読み、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』をイギリスの近代化を象徴する作品として取り上げ、ジ

ョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』を徹底した近代批判の書として読み解く。その後、17～18 世紀の作家が直面した近代

と国家の問題を、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』やコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものがどのように受け継い

だのかを検証する。最後に視点を現代に移し、移民などハイブリッドな背景をもつ作家たちが、20 世紀以降のイギリスが直面して

いる分裂の危機をどう描いているのかにも触れる。 

 

This course will introduce students the over 400 years of literary works and film of the UK from beginning of the reign of 

Elizabeth I until the present day, in the context of a composite state. However, course content will mainly be focused on works 

from the 18th century, the period of rapid political and economic development that built the foundations of the modern UK. 

 Students will begin by reading Shakespeare’s Henry V, a window into the issues of governance. Next, students will read the 

work that announced the rise of modern values, Aphra Behn’s Oroonoko before moving onto Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, a 

work symbolizing the UK’s modernization. Then, students will read Gulliver’s Travels by Jonathan Swift, a thorough critique of 

the UK’s modern transformation. Next, students will analyze how Mary Shelley’s Frankenstein and Conan Doyle’s Sherlock 
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Holmes novels inherited the issues of modernity and ideas of state confronted by 17th and 18th century authors. Finally, course 

material will shift its focus to the modern day, and students will experience how immigrant or hybrid culture authors from the 

20th century and beyond portray the dangers of division. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 連合王国の成立（１） William Shakespeare, Henry V 

2. 連合王国の成立（２） William Shakespeare, Henry V 

3. 三角貿易と植民地（１） Aphra Behn, Oroonoko 

4. 三角貿易と植民地（２） Aphra Behn, Oroonoko 

5. イギリス人の本質とは？ （１） Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

6. イギリス人の本質とは？ （２） Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

7. 徹底した近代批判（１） Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

8. 前半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

9. 徹底した近代批判（２） Jonathan Swift, Gulliver’s Travels 

10. 怪物の正体（１） Mary Shelley, Frankenstein 

11. 怪物の正体（２） Mary Shelley, Frankenstein 

12. 帝国の解体 Arthur Conan Doyle, “The Adventure of the Speckled Band”, "The Adventure of the Blanched Soldier", 

"The Adventure of the Lion's Mane" 

13. 分裂の危機？ Brexit Novels 

14. 後半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回は予習不要。２週目以降、配布されたプリント（A3 両面１枚くらい）を事前に精読しておくこと。レポートを 2 本提出するので、

そのための学習も必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のクイズへの解答(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回最後の 10 分はクイズの時間にする。その日の授業に関係した問題を出すので、解答を提出して教室を出ること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業はプリントを用いておこなう。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石塚久郎ほか、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:4384057490) 

各週の参考文献は授業内に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

8 回目と 14 回目に復習をおこなう。これは学生のレポートを元に進めるので、7 回目と 13 回目の授業までにレポートを提出する

ことが義務づけられる。レポートを提出しない学生は未受験あつかいとする。レポート内容は、授業で取り上げた文学作品に関す

る分析。 

レポートに明らかな剽窃（盗用）が見つかった場合、無条件に成績は不可となる。 

授業中の質問を歓迎する。私語は禁止。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３６ 

(Lectures on Literature 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、ヴァージニア・ウルフの系譜学について注目することで、文学テクストの精読の方法論を学んでいくことにあり

ます。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解することも目標とします。 

 

The goal of this course is to teach students intensive reading methodology of literary text by studying the literary genealogy of 

Virginia Woolf. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, 

and issues faced by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、モダニズム文学を代表する英国作家ヴァージニア・ウルフの小説を丁寧に読みといていくとともに、彼女のエクリチ

ュールに影響を受けた作家たちの系譜学を描き出していきます。映画作品の上映なども交えながら、モダニズムの大いなる遺産

を検証していきます。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利

用した双方向的な異文化理解を実践することが求められます。 

 

In this course, students will carefully read novels by the iconic modernist British author Virginia Woolf and delineate the literary 

genealogy of authors influenced by her written works. In addition, students will also view related films in their investigation of 

the significant impact of modernism. Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the Rikkyo University 

international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of 

different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(1) 

3. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(2) 

4. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(1) 

5. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(2) 

6. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(3) 

7. 小説『ダロウェイ夫人』とヴァージニア・ウルフ(4) 

8. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(1) 

9. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(2) 

10. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(3) 

11. 小説『土曜日』とイアン・マキューアン(4) 

12. 小説『献灯使』と多和田葉子(1) 

13. 小説『献灯使』と多和田葉子(2) 

14. まとめ ヴァージニア・ウルフのアクチュアリティ および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎週、小説を数十頁読んできてもらうことになります。 

また、国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解してもらいま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヴァージニア・ウルフ、2007、『ダロウェイ夫人』、集英社文庫 (ISBN:4087605353) 

2. イアン・マキューアン、2007、『土曜日』、新潮クレスト・ブックス (ISBN:4105900633) 

3. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３８ 

(Lectures on Literature 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 由梨(SAKUMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目はジャズと文学との関連性について学ぶことで、アメリカの音楽文化および文学について視野を広げることを目的として

いる。より具体的には、以下を目標とする。 

 

（1）ジャズという音楽文化からアメリカの歴史と人種問題への理解を深める 

（2）ジャズと関連する文学作品の抜粋を味わい、音楽と文学との関係性について考える 

 

また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解する。 

 

This goal of this course is to study the relationship between jazz and literature as well as broaden the perspectives of students 

with regards to American musical culture and literature. More specifically, the course aims to achieve the following points: 

 

(1) Deepen student understanding of American history and racial issues through the musical culture of jazz. 

(2) Encourage students to consider the connections between music and literature through excerpts of literature related to jazz. 

 

This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, and issues faced 

by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカの黒人により生みだされたジャズには、差別社会を生きぬいてきたアフリカ系アメリカ人たちの苦悩や希望が表現されて

います。音楽は聴いて楽しむものと考える人も多いと思いますが、ジャズの発生・発展を理解するためには、奴隷制に始まる黒人

の歴史について学ぶことが不可欠です。本講義ではジャズを人種問題および文学の歴史と共に紹介していきます。一口にジャズ

といってもその種類は多様であるため、ジャズをよく知らない受講者にも分かりやすいように、時代ごとのジャズの変遷をたどりま

す。 

 講義では、音楽・映像資料を使用し、各時代のジャズを紹介します。続いて、その時代の文学作品の抜粋（日本語訳のあるも

の）から、ジャズに関連する場面の一部を読解・分析します。 

 また、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利用した双方向的な

異文化理解を実践することが求められます。 

 

 Jazz, a genre of music invented by African-Americans, is a representation of the hardships and hopes of African-Americans 

that endured racial discrimination. While there are many people that consider music as something to simply listen to and enjoy, 

in the case of jazz, it is essential that people understand black history in American beginning with the system of slavery in order 

to truly understand the birth and development of jazz music. In this course, students will learn about racial issues and literary 

history while studying jazz music. The jazz genre has a wide diversity of subgenres, so in order to make its history easier to 

understand for unfamiliar students, this course will cover the development of jazz through each of its distinct eras. 

 Students will be introduced to each jazz era through both musical and visual media. Then, students will read an excerpt of 

literature (those with Japanese translations) from the same period, interpret, and analyze the portioned related to jazz. 

 Students in taking this course are also encouraged to use the Rikkyo University international exchange lounge, internet SNS 

and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： ジャズはどのような音楽なのでしょうか？ および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. ジャズ以前の音楽伝統（ブルースとミンストレルショー）： 扱う作家はポール・ロレンス・ダンバー、ハリエット・ビーチャー・ス

トウ 

3. ニューオリンズ・スタイル・ジャズ 

4. ハーレム・ルネサンス期のジャズ： 扱う作家はゾラ・ニール・ハーストン、ラングストン・ヒューズ 

5. シンフォニック・ジャズ： F・スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャッツビー』（1925） 

6. ビバップ： ジェームズ・ボールドウィン「サニーのブルース」（1957） 

7. ビバップ： アレン・ギンズバーグ「吠える」（1956）とジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』（1957） 
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8. クールとハード・バップ：リロイ・ジョーンズ『ブルース・ピープル』(1963)とマイルス・デイビス『マイルス・デイビス自叙伝』

(1989) 

9. 公民権運動期のジャズとブラック・アーツ・ムーブメント 

10. 現代ジャズの動向：フリージャズから 2010 年代まで 

11. デイミアン・チャゼル監督映画とジャズ（『セッション』と『ラ・ラ・ランド』） 

12. 日本文学とジャズ： 村上春樹『ノルウェイの森』(1987), 『海辺のカフカ』（2002） 

13. 日本文学とジャズ： 中上健次『千年の愉楽』（1982）, 『路上のジャズ』  

14. 筆記試験 および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習として講義で扱う資料を Blackboard からダウンロードし読む 

・講義で扱う中編・長編小説をできる限り読む 

・講義で扱う映画作品を鑑賞する 

・国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/不定期に行うレスポンス・ペーパー（小テストを兼ねる場合もある）(30%) 

単位取得にはレスポンス実施回数の 2/3 以上の提出が必要 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ハリエット・ビーチャ―・ストウ、1998、『アンクルトムの小屋』、明石書店 (ISBN:978-4750310831) 

2. F・スコット・フィッツジェラルド、2009、『グレート・ギャッツビー』、光文社 (ISBN:978-4334751890) 

3. ジェームズ・ボールドウィン、1989、『「サニーのブルース」『せつない話』収録』、光文社 (ISBN:978-4334717766) 

4. アレン・ギンズバーグ、1991、『「吠える」『アレン・ギンズバーグ詩集』に収録』、思潮社 (ISBN:978-4783724216) 

5. ジャック・ケルアック、2007、『オン・ザ・ロード』、河出書房新社 (ISBN:978-4309709413) 

6. リロイ・ジョーンズ、2011、『ブルース・ピープル――白いアメリカ、黒い音楽』、平凡社ライブラリー (ISBN:978-4582767254) 

上記に加えて以下の作品も扱う。 

 

ラングストン・ヒューズ, "The Negro Artist and the Racial Mountain" 

ゾラ・ニール・ハーストン, "How It Feels to Be Colored Me" 

村上春樹『ノルウェイの森』 

村上春樹『海辺のカフカ』、新潮文庫 

中上健次『路上のジャズ』中公文庫 

中上健次『千年の愉楽』河出書房 

 

翻訳や版が複数存在する場合は、いずれの版でもよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料などを適宜活用する。 

授業の理解を深めるために、不定期にレスポンス・ペーパーの執筆および小テストを行う。フィードバックとして、質のよいレスポ

ンス・ペーパーおよび小テストの解答を授業内に紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  
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■AM440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０ 

(Lectures on Literature 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
四條 真也(SHIJO MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多文化・多民族社会である現代ハワイ社会における諸相を学び、多文化共生について理解を深めます。 

 

This course will deepen student understanding of multicultural coexistence through studying the multicultural and multiethnic 

society of modern Hawaii. 

Students are encouraged to pursue exchange opportunities with Hawaiian individuals through the understanding of Hawaiian 

society and culture gained in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学で用いられる基礎理論を前提に、担当講師が長年にわたり調査を行ってきた現代ハワイ社会および先

住ハワイ人社会を中心に、多民族社会アメリカの現在について考えます。また、履修にあたっては、「文学講座 39 英語圏文化

1」を受講していることを前提としています。本講義の履修生は「文学講座 39 英語圏文化 1」と合わせて履修することが望ましい

です。 

 

Students will consider the multicultural society of America using fundamental theories of cultural anthropology and data derived 

from the research performed by the head lecturer regarding modern Hawaiian society as well as native Hawaiian society. 

Lectures on Literature 39 English Culture 1 is a prerequisite for those registering for this course. It is recommended that 

students taking this course also plan on registering for Lectures on Literature 39 English Culture 1. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期の復習 

2. ハワイの産業 ―プランテーション経済 

3. 移民社会の形成 

4. 日系移民の歴史 

5. 苦境に立つ先住ハワイ人 

6. 先住ハワイ人保護の動き ―ハワイアン・ホームステッドの建設 

7. 戦争とハワイ― その時移民たちは・・・ 

8. ハワイの戦後 ― 観光化の波 

9. 先住ハワイ人の動向① ― 始まりはアメリカ本土から 

10. 先住ハワイ人の動向② ― マイノリティ運動の拡大 

11. 先住ハワイ人の動向③ ― ハワイアン・ルネサンス 

12. ハワイの現実 ― 貧困問題 

13. ローカル・アイデンティティ ― 「ピジン」 

14. ハワイと食 ― ソールフードは“Fish and Poi” 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では、テーマに関連する邦文または英文のリーディング課題を配布します。配布する課題論文（予習用／復習用）を必ず

読むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本真鳥・山田亨（編）、2013、『ハワイを知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:978-4750337531) 

2. 矢口祐人、2002、『ハワイの歴史と文化―悲劇と誇りのモザイクの中で』、中央公論新社 (ISBN:978-4121016447) 
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3. Kāuanui, J. Kehaulani. 2008. Hawaiian Blood: Colonialism and the Politics of Sovereignty and Indigeneity. Duke University 

Press (ISBN:978-0822340799) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４２ 

(Lectures on Literature 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、比較文化論に不可欠な問いの立て方について認識を深め、そのような問いの立て方を身につけることを目標とす

る。 

 

Any research in comparative culture requires appropriate research questions.  Understanding of how to prepare such questions 

is the goal of this class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スーザン・ソンタグの著作から、「写真」、「SF映画」、「女性の美」、「ボスニア」、「9・11」の５つの主題を扱ったエッセイを講読す

る。基本的に英文の原書をメインテキストにする。 

 

This course focuses on Susan Sontag’s essays for five particular themes: photography, sci-fi films, women’s beauty, Bosnian 

war, and 9.11.01.  The main materials for close reading are the original texts in English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. スーザン・ソンタグの著作について 

2. "In Plato's Cave" from On Photography  (1977), pp.3―12 

3. "In Plato's Cave" from On Photography  (1977), pp.12―24 

4. "The Imagination of Disaster" from Against Interpretation and Other Essays  (1966), pp.209―218 

5. "The Imagination of Disaster" from Against Interpretation and Other Essays (1966), pp.218―225.  

6. "The Double Standard of Aging" from Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s (2013), pp.803―805. 

7. "Beauty: How Will It Change Next?" from Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s (2013), pp.806―812. 

8. 中間テスト 

9. "Waiting for Godot in Sarajevo"from Susan Sontag: Later Essays  (2017), pp.494―503.  

10. "Waiting for Godot in Sarajevo" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.503―516. 

11. "'There' and 'Here'" and  "9.11.01" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.517―523 and pp.709―710. 

12. "A Few Weeks After"and "One Year After" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.711―717 and pp.718―721. 

13. "Regarding the Tourture of Others" from Susan Sontag: Later Essays (2017), pp.725―735. 

14. 最終テスト およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignments)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard 上で履修登録者に対して行

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表（下記「その他」参照）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは履修登録者に対し Blackboard より案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ソンタグ著 近藤耕人訳、1979、『写真論』、晶文社 (ISBN:4-7949-5866-8) 

2. スーザン・ソンタグ著 高橋康也ほか訳、1996、『反解釈』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08252-2) 

3. スーザン・ソンタグ著 木幡和枝訳、2009、『同じ時のなかで』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-4198-8) 

4. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2013. Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s. Library of America (ISBN:978-1-59853-255-

5) 

5. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2017. Susan Sontag: Later Essays. Library of America (ISBN:978-1-59853-519-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2～7、9～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回と担当箇所は初回授業時に指示する。発表内容は次のとおり： 

・担当箇所の要約 

・印象に残った考え方や気になった表現 

・引用されている資料の補足説明 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AM781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1163 - 

注意事項（Notice） 
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■AM782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C1a) 

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） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

2019 年 5 月 8 日付変更（変更理由：指定漏れのため）テキストに「ドイツ文化史入門」を追加。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C1b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

2019 年 5 月 8 日付変更（変更理由：指定漏れのため）テキストに「ドイツ文化史入門」を追加。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C1c) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

3. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門 16 世紀から現代まで』、昭和堂 

2019 年 5 月 8 日付変更（変更理由：指定漏れのため）テキストに「ドイツ文化史入門」を追加。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C2a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1186 - 

■AN022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C2b) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C2c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席２回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席２回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席２回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA 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） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
高田 梓(TAKATA AZUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 
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正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 
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正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1212 - 

■AN063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 
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正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in German 5a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht das 

Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in German 5b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht das 

Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in German 5c) 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA 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） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht das 

Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ａ 

(Introductory German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 - 1221 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｂ 

(Introductory German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｃ 

(Introductory German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ａ 

(Introductory German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1228 - 

■AN085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｂ 

(Introductory German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｃ 

(Introductory German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ａ 

(Introductory German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｂ 

(Introductory German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｃ 

(Introductory German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ａ 

(Introductory German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 大介(BABA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｂ 

(Introductory German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｃ 

(Introductory German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1244 - 

■AN103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ３ 

(Seminars C3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自が選択した研究テーマについて発表し、参加者全員で討論する。研究テーマの選択や問いの立て方についても担当

教員が適宜アドバイスをする。また知的なアウトプット（論文作成、口頭発表）をするには、手本となる論文を読んだり、他者の良

い発表を聴いたりするインプット作業が欠かせない。受講者の発表と文献講読（日本語・ドイツ語）を組み合わせて行う予定であ

る。なお担当教員の専門分野は、20 世紀ドイツ語圏の文学と思想（特に群集論・大衆論、メディア論、ホロコースト文学など）であ

るが、受講者の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。 

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 導入講義＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮田・畠山・濱中編著、2015、『ドイツ文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 
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補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ４ 

(Seminars C4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者各自が選択した研究テーマについて発表し、参加者全員で討論する。研究テーマの選択や問いの立て方についても担当

教員が適宜アドバイスをする。また知的なアウトプット（論文作成、口頭発表）をするには、手本となる論文を読んだり、他者の良

い発表を聴いたりするインプット作業が欠かせない。受講者の発表と文献講読（日本語・ドイツ語）を組み合わせて行う予定であ

る。なお担当教員の専門分野は、20 世紀ドイツ語圏の文学と思想（特に群集論・大衆論、メディア論、ホロコースト文学など）であ

るが、受講者の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。 

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 発表と議論＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮田・畠山・濱中編著、2015、『ドイツ文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 
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補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1248 - 

■AN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ５ 

(Seminars C5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

Students will have to create their graduation thesis. To do that, they will learn and practice discovering subjects among cultural 

researches targeting German speaking areas, investigating and researching them, and organizing their results in thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期の共通テーマは「事実」とし、ある対象に関するイメージの生成を「事実」という視点から歴史的かつ批判的に捉えることを

目指す。ドイツ語圏文化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自

の研究テーマについて調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さら

に口頭発表を踏まえ、ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

The common subject in this semester is “reality”. Students will search for “reality”, i.e. formation of opinions about certain 

subjects, from historical and critical perspectives. Students will consider medias and histories found in German speaking areas’ 

cultures (or related cultures in other regions in Japan). Based on these, students will investigate and research their individual 

research topic. They will present their topics orally and all member will discuss these topics. In addition, a member in charge will 

be selected to create protocols of the discussion details. Students will also create seminar thesis by using these oral 

presentations. In general, there will be 3 students presenting orally each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 導入講義（３）＋学生発表と討議（１） 

4. 学生研究発表と討議（２） 

5. 学生研究発表と討議（３） 

6. 学生研究発表と討議（４） 

7. 学生研究発表と討議（５） 

8. 学生研究発表と討議（６） 

9. 学生研究発表と討議（７） 

10. 学生研究発表と討議（８） 

11. 学生研究発表と討議（９） 

12. 学生研究発表と討議（10） 

13. 学生研究発表と討議（11） 

14. 学生研究発表と討議（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(25%)/課題（3 回）(15%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

上記テキストはすでに春休みの課題として読んでいることを前提とする。また、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子

『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）も教科書となる。 
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参考文献（Readings） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackboardによって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ６ 

(Seminars C6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

Students will have to create their graduation thesis. To do that, they will learn and practice discovering subjects among cultural 

researches targeting German speaking areas, investigating and researching them, and organizing their results in thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期のテーマは「他者」とし、ある社会集団に関するイメージの生成を歴史的かつ批判的に捉えることを目指す。ドイツ語圏文

化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自の研究テーマについて

調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さらに口頭発表を踏まえ、

ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

The common subject in this semester is “others”. Students will search for “others”, i.e. formation of opinions about certain 

social groups, from historical and critical perspectives. Students will consider medias and histories found in German speaking 

areas’ cultures (or related cultures in other regions in Japan). Based on these, students will investigate and research their 

individual research topic. They will present their topics orally and all member will discuss these topics. In addition, a member in 

charge will be selected to create protocols of the discussion details. Students will also create seminar thesis by using these oral 

presentations. In general, there will be 3 students presenting orally each time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 学生研究発表（１） 

4. 学生研究発表（2） 

5. 学生研究発表（3） 

6. 学生研究発表（4） 

7. 学生研究発表（5） 

8. 学生研究発表（6） 

9. 学生研究発表（7） 

10. 学生研究発表（8） 

11. 学生研究発表（9） 

12. 学生研究発表（10） 

13. 学生研究発表（11） 

14. 学生研究発表（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(25%)/課題（3 回）(15%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼野允義、2009、『ユダヤ学のすべて（新装版）』、新書館 (ISBN:978-4403251009) 

上記に加えて、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）

および春学期に使用した教科書も引き続き使用する。 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackboard によって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ７ 

(Seminars C7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

秋学期以降の授業および卒業論文執筆で必要になるドイツ語論文読解力を養成する。 

 

Students will cultivate their ability to read thesis in German required for lessons and thesis writing after fall semester begins. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回 1 本，ドイツ語のテキストを和訳・提出し，授業ではその解説を行うと同時に，テキストの音読も訓練する。 

必要に応じて随時追加の課題も課される。また休暇中も課題は継続して行う。 

 

Each time, students will translate a text from German into Japanese and submit the translation. During lesson, students will 

receive explanations and practice reading these texts out loud. 

If necessary, additional assignments will be given. Assignments will continue into holiday. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週授業時に課題を提出。返却された課題の復習，テキストの音読練習をして授業に臨む。 

休暇中にも課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題(100%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1 年次ドイツ語入門教科書とドイツ文法総まとめを持参 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ８ 

(Seminars C8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『ドイツ記憶の場』を通して歴史的アイテムの評価が歴史を通じてどのように変化してきたかを探求する。 

 

Through "Sites of Memory in Germany", students will look for changes in valuation of historical items with passage of time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式で行う。『ドイツ記憶の場』収録の論文の担当箇所を発表する。また同時に毎週の課題を提出する。 

 

Seminar format will be used. Students will be assigned specific parts of thesis found in "Sites of Memory in Germany". At the 

same time, students will submit their weekly assignments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『ドイツ記憶の場』テーマ１a 

3. 『ドイツ記憶の場』テーマ１b 

4. 『ドイツ記憶の場』テーマ１c 

5. 『ドイツ記憶の場』テーマ１d 

6. 『ドイツ記憶の場』テーマ２a 

7. 『ドイツ記憶の場』テーマ２b 

8. 『ドイツ記憶の場』テーマ２c 

9. 『ドイツ記憶の場』テーマ２d 

10. 『ドイツ記憶の場』テーマ３a 

11. 『ドイツ記憶の場』テーマ３b 

12. 『ドイツ記憶の場』テーマ３c 

13. 『ドイツ記憶の場』テーマ３d 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を毎週提出する。 

休暇中も課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/課題(40%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習 C7 で配布・分担 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ９ 

(Seminars C9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メルヒェン、民間文芸の研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn how to research fairy tales and folk cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリムのメルヒェンを中心に、民間文芸を読み解くさまざまな方法を学ぶ。 

『グリム童話』の原題は『グリム兄弟の収集した子どもと家庭のメルヒェン』という。グリム童話は、グリム兄弟が民間文芸としての

メルヒェンを収集し編纂したものなのだ。民間文芸としてのメルヒェンは、特定の作者の作品ではなく、語り継がれ、伝承されてき

た物語である。元来は「語り」という形で存在し、語り継がれる過程で変容する「可変性」をその本質としている。 

しかしながら、今日「語り」が生き続けているのは限られた地域、文化においてのみであり、私たちが対象とするメルヒェンは、伝

承文学は文字に固定されたテキストとなる。 

担当教員の導入授業ののち、教員の指示するテーマに沿ってグループ発表をしていく形で、メルヒェンの研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn various methods to read and understand folk cultures, particularly Grimms’ Fairy Tales. 

The original title of "Grimms’ Fairy Tales" is "Children’s and household tales collected by Grimm brothers." Grimms' Fairy Tales 

are fairy tales collected and edited by Grimm brothers as folk cultures. Fairy tales found in folk cultures were not written by 

specific authors but were passed on from people to people. These tales existed as “narrative” but as they were passed on from 

people to people, these tales changed. “Malleability” has become their nature. 

However, only certain regions and cultures preserve these “narrative” today. Fairy tales for us are traditional literatures 

crystallized in written texts. 

During introduction by professors in charge, students will follow their instructions and make group presentations to learn fairy 

tales research methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方、グループ決め、分担決め 

2. 導入授業（１） 

3. 導入授業（２） 

4. 導入授業（３） 

5. グループ発表（１） 

6. グループ発表（２） 

7. グループ発表（３） 

8. グループ発表（４） 

9. グループ発表（５） 

10. グループ発表（６） 

11. 個人発表（１） 

12. 個人発表（２） 

13. 個人発表（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グリム童話 200 話、子どもの聖者伝 10 話、すべて読んでおくこと（日本語訳） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

初回提出レポート(10%)/授業への参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 吉原高志・吉原素子、2010、『聞いて読む初版グリム童話』、白水社 (ISBN:978-4-560-08535-6) 

2. 野村泫、2010、『グリム童話－子どもに聞かせてよいか？』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-08108-7) 

3. 野村泫、1988、『昔話と文学』、白水社 (ISBN:4-560-04187-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. Brüder Grimm. 2010. Kinder- und Hausmärchen. 3Bde.. Reclam (ISBN:978-3-15-030042-8) 

2. 野村泫 訳、2005、『完訳グリム童話集 全７巻』、筑摩書房 (ISBN:4-480-42142-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１０ 

(Seminars C10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メルヒェン、民間文芸の研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn how to research fairy tales and folk cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

C9 で学んだ方法を用い、各自が自分のテーマを見つけ、研究、発表する。司会、プロトコルも全員が担当する。活発な質疑応答

を求める。発表後も研究を継続し、最終レポートにまとめる。 

原文を精読することが前提である。 

 

Students will use methods learnt in Seminars C9 to find, research, and present their subjects. All members will function as 

moderators and protocols. Proactive Q&A is required. Students will continue their researches even after presentations. They 

will organize their researches in their final reports. 

Students will have to be able to read the original texts carefully. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方、発表担当決め 

2. 個人発表：1～3 

3. 個人発表：4～6 

4. 個人発表：7～9 

5. 個人発表：10～12 

6. 個人発表：13～15 

7. 個人発表：16～18 

8. 個人発表：19～21 

9. 個人発表：22～24 

10. 個人発表：25～27 

11. 個人発表：28～30 

12. 個人発表：31～33 

13. 個人発表：34～36 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏季休業中に、自分のテーマを考え準備を進めておくこと。必要な本や文献を探したり、入手しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(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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■AN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１１ 

(Seminars C11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

Students will reflect upon the substance of cultures, experience them, and bring to their awareness the formation of 

themselves. Students will determine position of European German cultures in historical context or compare them to Japanese 

cultures in Asia. To do that, students will learn how to research literature documents, conduct field works, and construct 

theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期・秋期ともに、自分の関心に基づき自由にテーマを

選び、主に日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳

しながら考察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思想研

究とは、テクストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしていくこ

と、つまり旅にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なりまた神社仏閣へと足を運んでもらうこと

になるだろう。 

 

Even though students are free to choose their research and presentation subjects, eventually they will have to write their 

graduation thesis. Students will advance their studies while bearing in mind of their thesis. Because of that, the seminar will be 

organized in the following processes. Year 2: In spring and autumn semesters, students will choose subjects they are interested 

in. They will present their observations and findings based on literatures written in Japanese language. Year 3: Students will 

select literatures in German language suitable for their chosen subjects. Students will quote and translate these literatures into 

Japanese before presenting their observations and findings. Year 4: Whenever necessary, students will continue translating 

literatures from German to Japanese. They will present parts of the chapters and paragraphs from their graduation thesis. 

Researching literatures, cultures, and thoughts requires students to cultivate their mentalities to verify and provide evidences 

based on texts and items. Searching for evidences requires movements, mentally and physically, thus making it similar to 

travelling. Occasionally students may travel to museums, operas, shrines, or temples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋学生発表 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を読み、またフィールドワークを行う。 

 



 - 1258 - 

1．発表者は、発表の前週の金曜 12 時までにメーリングリストにて発表題目を知らせる。 

2．発表者は、発表の週の水曜 17 時までに草稿をメーリングリストにアップロードする。2.の締切を過ぎた場合、また発表当日の

遅刻は、発表を認めない場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

３回の無断欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１２ 

(Seminars C12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 英樹(ASAI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

Students will reflect upon the substance of cultures, experience them, and bring to their awareness the formation of 

themselves. Students will determine position of European German cultures in historical context or compare them to Japanese 

cultures in Asia. To do that, students will learn how to research literature documents, conduct field works, and construct 

theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期・秋期ともに、自分の関心に基づき自由にテーマを

選び、主に日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳

しながら考察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜引用・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思

想研究とはテクストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしてい

くこと、つまり旅にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なり、また神社仏閣へと足を運んでもらう

ことになるだろう。 

 

Even though students are free to choose their research and presentation subjects, eventually they will have to write their 

graduation thesis. Students will advance their studies while bearing in mind of their thesis. Because of that, the seminar will be 

organized in the following processes. Year 2: In spring and autumn semesters, students will choose subjects they are interested 

in. They will present their observations and findings based on literatures written in Japanese language. Year 3: Students will 

select literatures in German language suitable for their chosen subjects. Students will quote and translate these literatures into 

Japanese before presenting their observations and findings. Year 4: Whenever necessary, students will continue adapting, 

quoting, and translating literatures from German to Japanese. They will present parts of the chapters and paragraphs from their 

graduation thesis. Researching literatures, cultures, and thoughts requires students to cultivate their mentalities to verify and 

provide evidences based on texts and items. Searching for evidences requires movements, mentally and physically, thus making 

it similar to travelling. Occasionally students may travel to museums, operas, shrines, or temples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生発表 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

卒論作成に向けて自ら勉強を進めること。 

 



 - 1260 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

無断で授業を欠席した場合、3 回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ａ 

(Seminars in German  1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称，過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ｂ 

(Seminars in German  1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称，過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1264 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ａ 

(Seminars in German  2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1266 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ｂ 

(Seminars in German  2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1268 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ａ 

(Seminars in German  3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 



 - 1270 - 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ｂ 

(Seminars in German  3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 



 - 1272 - 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ａ 

(Seminars in German  4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．(KERN DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ｂ 

(Seminars in German  4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習５ 

(Seminars in German 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学術的なドイツ語作文のための基礎的な訓練を行い、レポートや卒業論文の要旨をドイツ語で書けるようになることが目標であ

る。 

 

Students will receive basic training in creating German academic essays. Students will be able to write abstract of graduation 

thesis and report in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初は 2、3 行程度の短めの文章を書き、文法の復習と確認を行う。慣れてきたら 10～15 行程度の論説文を作成し、学術的なド

イツ語の言い回しや文章スタイルについて学ぶ。 

1． 毎回担当者を決め、特定のテーマについてドイツ語の作文や独訳を発表し、それについて全員で検討する。 

2． 受講者全員が、発表担当者と同じテーマについて、毎週指定された期日までにドイツ語作文を提出する。作文は添削の上、

返却する。 

3．詳細な計画は初回のガイダンスで説明する。 

 

In the beginning, students will write short paragraphs in 2 to 3 lines, while reviewing grammars. As students become used to the 

exercise, they will compose articles in 10 to 15 lines, while learning German academic expressions and essay styles. 

1. Each time students will be selected to present their translation and German essays on specific subjects. All students will 

participate in the discussion. 

2. All students will submit their German essays on the same subject presented by the presenter by a certain date each week. 

These essays will be edited and returned. 

3. Detailed plans will be explained during initial guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と作文の検討（1） 

3. 発表と作文の検討（2） 

4. 発表と作文の検討（3） 

5. 発表と作文の検討（4） 

6. 発表と作文の検討（5） 

7. 発表と作文の検討（6） 

8. 発表と作文の検討（7） 

9. 発表と作文の検討（8） 

10. 発表と作文の検討（9） 

11. 発表と作文の検討（10） 

12. 発表と作文の検討（11） 

13. 発表と作文の検討（12） 

14. 発表と作文の検討（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回新しい課題作文を作成し、添削された作文を再度検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題作成と提出(100%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 中島・平尾・朝倉、『改訂版 必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習６ 

(Seminars in German 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の知識に基づき、卒業論文のドイツ語要約（Resümee）を独力で作成できる論述文（diskursiver Text）

作成の高度な知識とスキルの獲得をめざす。 

 

In this class, based on German language skills students have learnt, students will learn and acquire advanced skills to write 

discursive texts (i.e. diskursiver Text), essential when writing graduation thesis summary (i.e. Resümee) in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、「文段（パラグラフ）＝論述文の基本単位」という発想をもとに、2 週間単位で課題を設定し、その課題について受講者

全員に作例を作成・提出してもらう。その上で提出された作例を具体的に検討してゆく。毎週の作例提出（授業前日までに提出）

が履修の前提となる。 

 

The class assumes each paragraph as a basic unit of diskursiver Text. Subject will be determined every 2 weeks. Everyone will 

create and submit their works on the topic. In addition, submitted works will be discussed in detail. Each week students must 

submit their works (at least one day before the class). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：論述文とは何か・文段（パラグラフ）とは何か 

2. 論述文の発想：作例検討（1） 

3. 論述文の発想：作例検討（2） 

4. 論述文の構造：作例検討（3） 

5. 論述文の構造：作例検討（4） 

6. 論述文の語彙：作例検討（5） 

7. 論述文の語彙：作例検討（6） 

8. 論述文の論理：作例検討（7） 

9. 論述文の論理：作例検討（8） 

10. 論述文の修辞：作例検討（9） 

11. 論述文の修辞：作例検討（10） 

12. 総合：作例検討（11） 

13. 総合：作例検討（12） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講前に「ドイツ語入門」と「ドイツ語基礎演習」の教材を復習し、特に文法知識を確実なものとしておくこと。また、毎回全員が作

例の作成と事前提出を義務づけられているので、これが予習となる。第 1 回の授業の前に、Blackboard で指示される注意事項

等を必ず読み、指示に従って事前の作業をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(25%)/作例(45%) 

正当な理由なく 3 回欠席（作例未提出）となった時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の作例課題は事前に Blackboard にアップする。また必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に指示。各自独和辞典（紙媒体）を購入して使用することを強く勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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作例提出や授業に関する連絡は原則として Blackboard を通して行うので、毎週最低１回は必ず該当のサイトを確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１ 

(Seminars in German Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韻文 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 寛(HATAKEYAMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リルケの代表作『ドゥイノの悲歌』の精読を通じて、リルケの詩世界を理解することが目標となる。 

 

Students will read carefully Rilke’s iconic work, Duineser Elegien, to understand Rilke’s poetic world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

リルケの代表作『ドゥイノの悲歌』を演習形式で読み進める。基本的には日本語訳を用いて授業を進めるが、適宜、原文も参照す

る。担当学生にはハンドアウトを作成のうえ、発表をしてもらう。ただし、どの学生にも、自分の解釈などについて発言を求めるの

で、積極的に授業に参加することが重要である。 

 

Students will read carefully Rilke’s iconic work, Duineser Elegien, in seminar format. In general, Japanese translation will be used 

during the lesson but original text will also be used if appropriate. Selected member will create materials to be distributed and 

present them. Note that every student is required to present their explanations. Hence active participation in the class is 

important. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方について。テキストについて。 

2. リルケが書いた『ドゥイノの悲歌』に関する書簡を読む 

3. 「第一の悲歌」を読む 

4. 「第二の悲歌」を読む 

5. 「第三の悲歌」を読む 

6. 「第四の悲歌」を読む 

7. 「第五の悲歌」を読む 

8. 「第六の悲歌」を読む 

9. 「第七の悲歌」を読む 

10. 「第八の悲歌」を読む 

11. 「第九の悲歌」を読む 

12. 「第十の悲歌」を読む 

13. 『ドゥイノの悲歌』の構成について振り返る 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業は演習形式で進めるので、毎回、予習をしてくることが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(60%) 

基本的に３回の欠席でもって D評価とする。なお、予習をしてきていない場合、出席とは認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. リルケ（手塚富雄訳）、2010、『ドゥイノの悲歌』、岩波書店 (ISBN:4003243234) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業に必ずテキストを持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０１ 

(Seminars in German Literature and Culture 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトラーの４人の側近たちについて書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上と、ナチ・ドイツの基本知識の習得を目指します。 

 

Students will read texts about 4 close associates of Hitler. In addition to improving their German skill, students will also acquire 

basic knowledge about Nazi Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

２）担当者が、テクストのキーワードを調べてハンドアウトを作成して発表する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

Each lesson is made up of the following 3 parts. 

1) All students will read and translate specific parts of the text. 

2) Selected student will research keywords found in these texts, create materials to be distributed, and present them. 

3) Students will check contents they have read in written words by using audio-visual media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラーの時代（１）講義＋ヘルマン・ゲーリング（１） 講読＋映像鑑賞 

3. ヒトラーの時代（２）講義＋ヘルマン・ゲーリング（２） 講読＋映像鑑賞 

4. ヘルマン・ゲーリング（３）  講読＋映像鑑賞 

5. ハインリヒ・ヒムラ―（１） 講読＋映像鑑賞 

6. ハインリヒ・ヒムラ―（２） 講読＋映像鑑賞 

7. ハインリヒ・ヒムラ―（３） 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. ヨーゼフ・ゲッペルス（１） 講読＋映像鑑賞 

10. ヨーゼフ・ゲッペルス（２） 講読＋映像鑑賞 

11. ヨーゼフ・ゲッペルス（３） 講読＋映像鑑賞 

12. ルドルフ・ヘス（１） 講読＋映像鑑賞 

13. ルドルフ・ヘス（２） 講読＋映像鑑賞 

14. ルドルフ・ヘス（３） 講読＋映像鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストのキーワードを調べて発表する（１人１回） 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０３ 

(Seminars in German Literature and Culture 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テクストの読解を通じ、芸術表象の作られ方・その受容のあり方（表象文化論）について考えます。卒論執筆に向けて必

要なドイツ語力のブラッシュアップととともに、芸術が私たち現代人の生活様式や思考、社会に与える影響を、反省的に思考でき

る力の獲得を目指します。 

 

Students will read and comprehend German texts. They will reflect upon how art representations are made and how they are 

received (theory of representation and culture). Students will improve their German language skill to prepare for their graduation 

thesis. At the same time, they will acquire ability to reflect upon impacts of arts on modern population’s lifestyles, thoughts, and 

societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年 100 周年を迎える「バウハウス」を取り上げます。1919 年にヴァイマールに開校した学校の名称"Bauhaus"は、今日では機

能主義的・合理主義的な建築・デザインの傾向を指す概念として用いられ、最もインターナショナルなドイツ語の一つにもなってい

ます。この授業では、バウハウスの思想のアクチュアリティーを、芸術と社会の関わり、芸術と生活の融合、ひいては現代社会の

諸問題と関連させて考えます。 

各回の授業は、担当者の発表で進行します。各回の担当者は、担当箇所の訳文とその箇所の文法事項と注釈からなるハンドア

ウトを作成し、それを元に発表します。担当者の発表後は、テクストの内容を参加者全員で検討します。 

 

Concept of Bauhaus, which are welcoming its 100th anniversary, will be used. "Bauhaus" is the name of an art school founded 

at Weimar in 1919, whose concept is broadly used to support trends of functionalism and rationalism, and it is also known as 

one of the most international German word. In this class, students will connect current Bauhaus thoughts with relationship of 

arts and society, fusion of arts and lives, and eventually various issues in modern society. 

Each lesson will advance based on presentations of selected students. Each time, selected students will create materials to be 

distributed, complete with translation, grammars, and notes of specified parts. They will make presentation based on these 

materials. After the presentations by these students, all students will discuss the text contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方についての説明、分担の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

音読練習も取り入れると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）(40%)/授業への積極的な参加（振り返り）(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 
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各回の発表担当者は、ハンドアウトを指定時間までに、授業担当者宛にメールの添付ファイルにて送付して下さい。詳細は授業

初回に説明します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Magdalena Droste. 2012. Bauhaus - Reform und Avantgarde. Taschen 

初回授業時にテクストのカラーコピーを配布します。コピー代実費を徴収する予定です（700 円程度）。 

 

参考文献（Readings） 

1. Boris Friedewald. 2016. Bauhaus. Prestel (ISBN:978-3791382098) 

2. 三井秀樹、1996、『美の構成学 ー バウハウスからフラクタルまで』、中央公論社 (ISBN:978-4121012968) 

3. 高階秀爾、1993、『20 世紀美術』、筑摩書房 (ISBN:978-4480080554) 

・「バウハウス」についてあまりよく（ほとんど）知らないという人は、上記のものでなくても良いので、関連書を読んで知識を得てお

くこと（この作業でドイツ語の読解もだいぶスムーズになります） 

・留学その他でドイツに行く予定のある方は、ぜひヴァイマールやデッサウ、ベルリンのバウハウス関連施設や美術館を見学して

みてください。またドイツでは 100 周年を記念し、近年に上記関連施設・展示施設が増築・新規開館の予定です（ヴァイマールは

2019 年春、デッサウは 2019 年秋、ベルリンは 2022 年開館予定）。 

日本では、100 周年関連の展覧会が、2019 年夏〜2020 年夏に実施されます（東京には 2020 年７月に巡回予定）。 

https://www.bauhaus100.de/de/ 

https://www.bauhaus-dessau.de/de/index.html 

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/11868 

http://www.bauhaus.ac/bauhaus100/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０５ 

(Seminars in German Literature and Culture 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化・ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ツヴァイク（Stefan Zweig,1881-1942）の散文『書痴メンデル』(Buchmendel,1929）を原文で読みます。ドイツ語読解能力の養成とと

もに、第一次世界大戦後のオーストリア（ドイツ語圏）を通して、現代社会の諸問題を追う手がかりを探ります。 

 

Students will read Buchmendel (1929) prose by Stefan Zweig (1881-1942) in original language. In addition to cultivating their 

comprehension of German language, students will search for clues about various issues in modern society through Austria 

(German speaking area) after WWI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクストを最初から読みます。授業では各回ごと担当を決め、担当者には日本語訳と文法解説のたたき台を用意してもらいます。

授業は日本語訳と文法を確認しながら、参加者全員で質疑応答を行いながら進めます。戦間期ウィーンが舞台の本作品は、ヨー

ロッパ近代とナショナリズム、国家と民族、ユダヤ教、東欧の同化ユダヤ人、書物メディア、記憶と人間など、多彩なテーマ・内容

を含んでいます。 

 

Students will read the text from beginning. In each lesson, selected students will prepare Japanese translation and grammar 

explanation for discussion purpose. Japanese translation and grammars will be checked. The lesson will advance in Q&A format 

with everyone’s participation. This work took place at wartime Vienna, covering myriad subjects and contents, including present 

day Europe and nationalism, country and race, Judaism, assimilated Jews in Eastern Europe, written materials, memory and 

human. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（ツヴァイクと作品成立の背景について短い解説、授業の進め方についての説明、分担の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

必ず音読練習を取り入れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）(40%)/授業・質疑応答への積極的な参加、振り返り(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

各回の発表担当者は、ハンドアウトを指定時間までに、授業担当者宛にメールの添付ファイルにて送付して下さい。詳細は授業

初回に説明します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Zweig, Stefan. 1990. Buchmendel: Erzählungen. S. Fischer 

第一回目の授業時に使用テクストのコピーを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. ツヴァイク著（池内紀解説、辻瑆ほか訳）、2011 年、『チェスの話  ツヴァイク傑作選』、みすず書房 

2. ツヴァイク著（相馬ほか訳）、1974 年、『ツヴァイク全集 03 目に見えないコレクション』、みすず書房 

3. ツヴァイク著（原田義人訳）、1999 年、『昨日の世界〈1〉/〈2〉』、みすず書房 

4. ツヴァイク著（ベック編、藤原一夫訳）、2012 年、『ツヴァイク日記 1912-1940』、東洋出版 

5. Müller, Hartmut. 1988. Stefan Zweig. Rowohlt 

6. 河原忠彦、1998、『シュテファン・ツヴァイク ― ヨーロッパ統一幻想を生きた伝記作家』、中央公論社 

この他にもツヴァイクの著作や関連図書は数多くあるので、何でも読んでみてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０９ 

(Seminars in German Literature and Culture 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリム童話の原文を詳細に読み、Märchen の特質を学ぶ。 

 

Students will read carefully Grimms’ Fairy Tales in original language to learn about Märchen characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリム童話より数編を詳細に読む。版ごとの違いを読み取る。ペローや日本の昔話、他の国の昔話との比較をする。研究文献を

読み、理解を深める。毎回、訳文を提出してもらう。 

 

Students will read carefully several stories of Grimms’ Fairy Tales. Students will look for differences among different versions. 

Students will compare Perrault and Japan folklores with those from other countries. Students will read research literatures to 

deepen their understanding. Each time students will submit their translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方の説明 

2. KHM26 赤ずきん⑴ 

3. KHM26 赤ずきん⑵  

4. KHM26 赤ずきん⑶ 

5. KHM24 ホレおばさん⑴ 

6. KHM24 ホレおばさん⑵ 

7. KHM24 ホレおばさん⑶ 

8. KHM44 死神の名付け親⑴ 

9. KHM44 死神の名付け親⑵ 

10. KHM44 死神の名付け親⑶ 

11. Lüthi の文体論⑴ 

12. Lüthi の文体論⑵ 

13. Lüthi の文体論⑶ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グリム童話 200 話を読んでおくこと（日本語訳） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の訳文提出(30%)/発表(20%)/授業への出席・参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brüder Grimm. 2010. Kinder- und Hausmärchen. 3Bde.. Reclam (ISBN:978-3-15-030042-8) 

2. 野村泫 訳、2005、『完訳グリム童話集 全 7 巻』、筑摩書房 (ISBN:4-480-42142-4) 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マックス・リューティ、1966、『昔話の本質と解釈』、福音館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１１１ 

(Seminars in German Literature and Culture 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 英樹(ASAI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で書かれたインターネットの記事や、文学作品、論文などを丁寧に読んでいきます。さまざまなドイツ語のテクストにふれ

ることで、文法知識の定着と、読解力の強化を目指します。 

 

Students will read carefully online articles, literature works, and thesis in German language. By exposing themselves to wide 

variety of German texts, students will solidify their grammar knowledge and improve their comprehension. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較的平易なものからはじめ、徐々にレベルを上げていきます。参加者が分担して訳読演習を行います。テクストは参加者の興

味・関心も考慮して選びます。 

 

Students will start from relatively easy texts and gradually advance in level. Each student will receive specific parts to translate 

and read. Students’ preference and interest will be considered when selecting texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Deutsche Welle の記事を読む（１） 

2. Deutsche Welle の記事を読む（２） 

3. カフカ『変身』冒頭部を読む 

4. カフカ『掟の門前』を読む 

5. フランクル『夜と霧』を読む（１） 

6. フランクル『夜と霧』を読む（２） 

7. ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』を読む（１） 

8. ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』を読む（２） 

9. カネッティ『群衆と権力』を読む（１） 

10. カネッティ『群衆と権力』を読む（２） 

11. クライスト『チリの地震』を読む（１） 

12. クライスト『チリの地震』を読む（２） 

13. ジンメル『ヴェネツィア』を読む（１） 

14. ジンメル『ヴェネツィア』を読む（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

訳読が中心となるので、事前の準備と授業への積極的な参加が求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/予習(40%)/最終レポート(20%) 

無断で授業を欠席した場合、3 回の欠席でもって D 評価とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習８ 

(Seminars in German Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
検定ドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 麻美(SAKURAI MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2 年次生はプレイスメントテストの受験が必要 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語技能検定試験（独検）2級以上、CEFR の B2 以上、ドイツ大学入学語学能力証明試験（DSH）や Test DaFのレベル 4 以

上で必要とされる高度な文章読解力の養成を目指します。 

 

Students will work towards advanced comprehension, equivalent to Diplom Deutsch in Japan grade 2, CEFR B2, Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) and Test DaF level 4. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に独検 2 級、準 1 級で出題されたテキストを、文構造をしっかり把握しながら読み解き、これを日本語で正確に再現する表

現力を養います。受講者は、予め指定されたテキストの和訳を指定された週に提出します。提出した和訳は、添削した後、次の週

に返却ならびにポイントの解説を行います。和訳に間違いが多い場合は、再提出を求めることがあります。テキストの和訳と並行

して、文法や語彙に関する問題にも取り組みます。毎週、単語テストを行います。 

 

Students will use actual texts found in Diplom Deutsch in Japan grade 2 and grade pre-1. Students will read these texts 

carefully, understand their text structures, and practice rephrasing them in Japanese accurately. Students must submit 

specified German to Japanese translation assignment every week. Japanese translation submitted by students will be edited 

and returned the next week. Explanations about key points will be given. If there are too many errors in Japanese translation, 

students will be asked to redo their assignments. In addition to text translation, students will also work on grammar and 

vocabulary quizzes. Each week there will be vocabulary test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業概要の説明、課題テキストの配布 

文法・語彙問題(0)〔初見〕 

次週までの課題：和訳(1)、文法・語彙問題(1) 

2. 和訳(0)〔初見〕、文法・語彙問題(1) 

提出：和訳(1) 

次週までの課題：和訳(2)、文法・語彙問題(2) 

3. 返却・解説：和訳(1)／文法・語彙問題(2) 

提出：和訳(2) 

次週までの課題：和訳(3)、文法・語彙問題(3) 

4. 返却・解説：和訳(2)／文法・語彙問題(3) 

提出：和訳(3) 

次週までの課題：和訳(4)、文法・語彙問題(4) 

5. 返却・解説：和訳(3)／文法・語彙問題(4) 

提出：和訳(4) 

次週までの課題：和訳(5)、文法・語彙問題(5) 

6. 返却・解説：和訳(4)／文法・語彙問題(5) 

提出：和訳(5) 

次週までの課題：和訳(6)、文法・語彙問題(6) 

7. 返却・解説：和訳(5)／文法・語彙(6) 

提出：和訳(6) 

次週までの課題：和訳(7)、文法・語彙問題(7) 

8. 返却・解説：和訳(6)／文法・語彙問題(7) 

提出：和訳(7) 

次週までの課題：和訳(8)、文法・語彙問題(8) 

9. 返却・解説：和訳(7)／文法・語彙問題(8) 

提出：和訳(8) 

次週までの課題：和訳(9)、文法・語彙問題(9) 

10. 返却・解説：和訳(8)／文法・語彙問題(9) 
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提出：和訳(9) 

次週までの課題：和訳(10)、文法・語彙問題(10) 

11. 返却・解説：和訳(9)／文法・語彙問題(10) 

提出：和訳(10) 

次週までの課題：和訳(11)、文法・語彙問題(11) 

12. 返却・解説：和訳(10)／文法・語彙問題(11) 

提出：和訳(11) 

次週までの課題：和訳(12)、文法・語彙問題(12) 

13. 返却・解説：和訳(11)／文法・語彙問題(12) 

提出：和訳(12) 

次週までの課題：文法・語彙問題(13) 

14. 返却・解説：和訳(12)／文法・語彙問題(13) 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語彙については各自でリストを作成するなり、単語帳を作るなりして、積極的に増やしていくこと。 

和訳テキスト、文法・語彙問題に出てきた重要語句については、次の週に小テストを行い、習熟度を確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

和訳の内容(50%)/授業参加態度(30%)/小テスト(20%) 

3 回以上無断欠席をした場合、履修を放棄したとみなします。やむを得ない事情で欠席する場合は、事前に担当教員に連絡する

こと。また、欠席する場合でも課題は必ず提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、2003、『必携ドイツ文法総まとめ〔改訂版〕』、白水社 (ISBN:9784560004920) 

それ以外の参考書についても、受講生のリクエストに応じて随時紹介していきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず欠席をする場合等の連絡用のメールアドレスは、初回の授業の際に指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習２ 

(Seminars in German Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想・評論 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 重美(WATANABE SHIGEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記テキストの講読を通じて、ドイツ語力の定着をはかりつつ、ヨーロッパ文化の基盤となっているギリシア神話の概要を理解す

ることを目標とする。 

 

By reading the following texts carefully, students will further master their German language skills. Students will work to 

understand summary of Greek mythology, which is the foundation of European culture in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記テキストを輪読しながら、そこに出てくる重要なキーワード（出来事、人名等）について、担当者による発表を行う。 

 

Students will read the following texts in turn. Selected students will present important keywords found in these texts (events, 

people, etc.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方の確認、担当者の決定など。 

2. 下記テキストの講読 

3. 下記テキストの講読 

4. 下記テキストの講読 

5. 下記テキストの講読 

6. 下記テキストの講読、関連する映像を観る 

7. 下記テキストの講読 

8. 下記テキストの講読 

9. 下記テキストの講読 

10. 下記テキストの講読、関連する映像を観る 

11. 下記テキストの講読 

12. 下記テキストの講読、レポートに関する告知 

13. 下記テキストの講読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回ドイツ語のテキストを事前にしっかり読んで授業に臨むこと。また、特に文献は指定しないが、ギリシア神話についての入門

書などを読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（割り振られた課題をきちんとこなしているか、授業中の議論に積極的に参加し

ているか）(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

Lucilla Burn: Griechische Mythen. Eine Einführung. Aus dem Englischen übersetzt von Ingrid Rein. Reclam 2016.の中の
Einleitung。コピーでお渡しする。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習５ 

(Seminars in German Literature and Culture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ文化論 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本でも封切られて話題を呼んだドイツの映画 6 本について書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上をめざし、映画から現代

ドイツの抱えるテーマを読み解いていきます。 

 

Students will read texts written about 6 German films. These films were center of attention during their premiere. Students will 

improve their German language skills while understanding subjects found in these films and modern Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

２）担当者が、テクストのキーワードを調べて発表する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

Each lesson is made up of the following 3 parts. 

1) All students will read and translate specific parts of the text. 

2) Selected students will present important keywords found in these texts. 

3) Students will check contents they have read in written words by using audio-visual media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラー 最期の 12 日間（2004年）（1） 講読＋映像鑑賞 

3. ヒトラー 最期の 12 日間（２）  講読＋映像鑑賞 

4. 白バラの祈り ゾフィー・ショル、 最期の日々（2005 年）（１）  講読＋映像鑑賞 

5. 白バラの祈り ゾフィー・ショル、 最期の日々（２）  講読＋映像鑑賞 

6. 帰ってきたヒトラー（2016 年）（１）  講読＋映像鑑賞 

7. 帰って来たヒトラー（２） 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. グッバイ、レーニン（2003 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

10. グッバイ、レーニン（２） 講読＋映像鑑賞 

11. 善き人のためのソナタ（2007 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

12. 善き人のためのソナタ（２） 講読＋映像鑑賞 

13. はじめてのおもてなし（2016 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

14. はじめてのおもてなし（２） 講読＋映像鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストのキーワードを調べて発表する（1 人 1 回） 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習６ 

(Seminars in German Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ドイツ語研究 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・現代ドイツ語の祖先にあたる中高ドイツ語（中期高地ドイツ語）の文法を学習し、参考書・辞書などを使ってオリジナルの文献を

読み解く能力を身につける。 

・歴史的な視点からドイツ語を見ることによって、現代ドイツ語に対する理解をいっそう深める。 

 

・Students will learn grammars of Middle High German (German spoken in High Middle Ages), the ancestor of modern German 

language. Students will learn and understand original literature by using references and dictionaries. 

・Students will further deepen their understanding about modern German language by looking at it from historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語は時代につれて変化していくものであり、現代ドイツ語に見られる様々な事象の中にも、その歴史的な変遷をたどることで初

めて理解できるものが多数あります。こうした歴史言語学的な視点から言語をとらえるためには、言語の過去の姿に関する、正確

かつ広範な知識が不可欠です。この授業では、11 世紀から 14世紀にかけて用いられた中期高地ドイツ語（中高ドイツ語）をとり

あげ、現代のドイツ語との相違点に着目しながら文法を学習し、現代ドイツ語に見られる、古いドイツ語の知識があって初めて理

解できる種々の事象に光を当てていきます。また、中高ドイツ語時代の 12～13 世紀は、騎士たちを中心とした中世宮廷文学が

花開いた時代であり、ドイツ文学の最初の黄金時代とも呼ばれています。授業の後半では、中高ドイツ語原典での作品講読にも

挑戦します。ハルトマン・フォン・アウエの叙事詩『あわれなハインリヒ』の一部を読みます。 

 

Language changes with passage of time. Amidst various phenomena observed in modern German language, there are many 

things that can only be understood by following their historical transformation. To understand language from historical and 

linguistic perspective, it is essential to have accurate and myriad knowledge about its previous forms. This class will take up 

Middle High German (Mittelhochdeutsche) used from the 11th to 14th century. Students will focus on its difference with modern 

German language while learning its grammars. This will shine light on various phenomena found in modern German language that 

are apparent only when students are equipped with knowledge about ancient German language. Furthermore, the era of Middle 

High German, from the 12th to 13th century, was the flourishing time for middle age court literatures centering around knights. 

It can be called the first golden age for German literatures. In the second half of this class, students will also take up the 

challenge to read works in Middle High German. Students will read parts of Der arme Heinrich, narrative poem by Hartmann von 

Aue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 通時言語学と共時言語学（以下は授業で扱うトピックであり、この通りの順番で進むわけではありません） 

2. ドイツ語の歴史 

3. 中世ドイツ文学の概観 

4. 中高ドイツ語文法 文字と音 

5. 中高ドイツ語文法 語形変化 名詞類 

6. 中高ドイツ語文法 語形変化 動詞 

7. 中高ドイツ語文法 統語論 

8. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

9. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

10. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

11. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

12. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

13. 中高ドイツ語講読 ハルトマン・フォン・アウエ『あわれなハインリヒ』から 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中高ドイツ語辞書（Lexer）は学部事務１課で貸出しの上で授業に臨んで下さい。 

なお、中高ドイツ語原典の講読は、予習なしでは不可能です。授業に参加するには、定期的な予習が不可欠ですので、注意して
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下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で随時実施する筆記テスト(60%)/出席および授業中の課題(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・ヴァインホルト／他、2017、『中高ドイツ語小文法』 改訂第 18 版』、郁文堂 (ISBN:9784261073348) 

辞書については、準備学習の項目を参照。 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習４ 

(Seminars in German Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化タンデム 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

配当年次 1～3 年次。 

2018 年度まで「ドイツ文学・文化演習４（音楽・造形芸術） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ現地でドイツ語を通じてコミュニケーションできるようになる。日本の文化や社会をドイツ語で説明できるようにする。 

 

Students will be able to communicate with locals in Germany in German language. Students will be able to explain about 

Japanese culture and society in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

３月に２週間、ボーフム大学付属外国語研究所（LSI）において日独タンデム（双方向）で言語・文化研修を行う。出発までにおおよ

そ月最低１回のペースで事前指導を行う。 

 

In March, students will participate in language and cultural course for 2 weeks in Japanese and German (bi-directional) in 

tandem at Landesspracheninstitut (LSI) of Ruhr-University Bochum. Students will receive pre-departure guidance and lessons 

at least once a month before departing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前指導１（１０月） 

2. 事前指導２（１１月） 

3. 事前指導３（１２月） 

4. 事前指導４（１月） 

5. 事前指導５（２月） 

6. 事前指導６（３月） 

7. ボーフム大学付属外国語研究所 

8. ボーフム大学付属外国語研究所 

9. ボーフム大学付属外国語研究所 

10. ボーフム大学付属外国語研究所 

11. ボーフム大学付属外国語研究所 

12. ボーフム大学付属外国語研究所 

13. ボーフム大学付属外国語研究所 

14. ボーフム大学付属外国語研究所 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

リスニング、スピーキングの口頭練習を定期的に行う。 

１２００語程度のドイツ語語彙を出発までに覚える。 

日本の社会文化について紹介している本を数冊読み、知識を蓄積しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加状況(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

7 月に開催する説明会に参加すること。掲示に注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN301／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語とドイツ語の事例に基づき，適宜英語等も参照しながら，言語と認知の関係，メタファー・メトニミー等のいわゆるレトリック

が言語において持つ役割を考察したのち，言語表現の多様性，とりわけ文体・スタイルの諸問題を照らし出し，言語研究・言語観

察の技法を会得することを目標にします。同時に，言語学・日本語学・ドイツ語学の基本概念の理解を深めます。  

 

In this class, students will consider linguistic roles of so-called rhetoric, including connection between language and recognition, 

metaphor, and metonymy. Students will also study them based on Japanese and German examples, by using English texts if 

necessary. After that, students will acquire techniques to conduct linguistic researches and observations, highlighting various 

issues concerning linguistic variability and literary style in a part of or the whole passage. At the same time, students will 

deepen their basic concepts about linguistics, especially Japanese, and German linguistics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従って日本語・ドイツ語の現況ならびにそのレトリック・文体との関わりを，適宜歴史的視点も入れながら概観

し，両語の知識を定着させます。他にもできるだけ多くの言語の事例に触れ，日独語を観察・分析する目を斬新なものにし，相対

化することも試みます。授業時には，学術語・専門語に必ずしも拘泥せずにジョーク等の比較的わかりやすい素材も取り上げて

いきます。授業への積極的な参加（意見交換，ディスカッション等）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

Students will follow the lesson plan to strengthen their knowledge in both languages. Students will integrate historical 

perspective as they see fit when observing connection between rhetoric and style, as well as current situation in Japanese and 

German languages, with a broad view. Other than that, students will expose themselves to as many linguistic examples as 

possible. Students will achieve a whole new perspective when observing and analyzing Japanese and German languages. 

Students will also approach relativism. The class is not confined to academic terminologies and jargons. Relatively easy to 

understand materials such as jokes will also be integrated. Students must participate in classes actively (exchange opinions, 

discuss, and so on). They will submit reports at the end of semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション —言語研究のめあて—  

2. 日本語とドイツ語 

3. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 1 導入）  

4. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 2 スキーマ，プロトタイプ）  

5. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 3 ステレオタイプ）  

6. 言語とレトリック（その１ メタファー）  

7. 言語とレトリック（その２ メトニミー）  

8. 表現としてのことば 

9. 言語表現の多様性・多文化性  

10. 文体論（その 1 言語学・文学の視点） 

11. 文体論（その 2 修辞学・雄弁術の視点）  

12. 文体論（その 3  社会様式論） 

13. 文体論（その 4  文体からスタイルへ） 

14. 言語研究の行くすえ —まとめに代えて—  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行ってください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業への参加度（授業時の受け答えやディスカッションへの貢献度，コメントペーパー）(55%) 

無断で授業を欠席した場合，３回の欠席でもって D 評価とします。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬戸賢一、2017、『時間の言語学 メタファーから読みとく』、筑摩書房 

2. 野矢茂樹・西村義樹、2013、『言語学の教室 哲学者と学ぶ認知言語学』、中央公論新社 

3. 中村明、2011、『語感トレーニング 日本語のセンスをみがく 55 題』、岩波書店 

さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい説明をする第一回目の授業に必ず出席してください。  

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN305／文学講義 １０５ 

(Lectures on Literature 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インド・ゲルマン語の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）からドイツ語にいたるまでの歴史的変化をたどり，ヨーロッパ諸言語の中にお

けるドイツ語の位置を探るとともに，ドイツ語に対する理解を深めます。 

 

Students will follow historical transformation of Indo-European common language (Indo-Germanic protolanguage) into German 

language. Students will deepen their understanding about German language by searching for German language’s positioning 

among various European languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語は，他のほとんどのヨーロッパの言語とともに，インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）という共通の祖先から

分化して成立したと考えられています。この授業では，数千年にわたるこの分化の歴史をたどり，ドイツ語と親戚関係にある諸言

語との関係を探ります。また，歴史的変化に着目することではじめて理解できる，現代ドイツ語に見られるさまざまな事象にも光を

当てていきます。 

 

It is thought that German language, same as most other European languages, branched off Indo-European common language 

(Indo-Germanic protolanguage). This class will follow this historical branching process spanning several thousand years. 

Students will search for relationships among German and other close languages. Students will shine light on various phenomena 

observed in modern German language by focusing on its historical transformation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 通時言語学と共時言語学 

2. インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語） 

3. インド・ヨーロッパ語比較言語学 

4. 続き 

5. インド・ヨーロッパ語と現代のドイツ語 

6. 原始ゲルマン語と第 1 次子音推移 

7. ゲルマン諸言語の歴史 

8. 続き 

9. ゲルマン人の歴史・ドイツ語の歴史 

10. ドイツ語の歴史： 第 2 次子音推移と古高ドイツ語 

11. 続き 

12. ドイツ語の歴史： 中高ドイツ語 

13. 続き 

14. 理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱った内容に関しては、プリントを用いてしっかり復習し、さまざまなトピックについて自分で要約して解説できるようにして

下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業中課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

須澤通，井出万秀『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』（郁文堂） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN306／文学講義 １０６ 

(Lectures on Literature 106) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの文学論 

担当者名 

（Instructor） 
川中子 義勝(KAWANAGO YOSHIKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

広く詩や詩的物語の生起する状況をあとづけながら、そこにはたらく精神の姿を考察していく。叙事・抒情といった文学様式として

の詩の言葉が成立する様相を見ながら、言葉や世界や神に対する人間のあり方を考える。 

 

Students will follow states created by wide range of poems and poetic stories to study the spiritual stance found in them. 

Students will reflect upon existence human in presence of language, world, and God by observing aspects of words found in 

poems in narrative and lyrical literature forms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文学を中心に見ていくが、境を越えて、古代世界から現代に至るまで視野を拡げつつ講義をしていく。詩人としての自覚が

はじめて生まれる様相、詩と音楽の関係、神と人間・世界や自然を詩の言葉がどのように把握・表現するか、「わたし」とは何か、

死生の意味、などの主題を扱う。ときにバッハ他の音楽をも用い、日本文学との比較をも含める予定である。 

 

Although the class will focus on German literature, students will also widen their views by crossing borders, from ancient to 

modern era. Students will be exposed to subjects such as poets’ realization of their poetic selves, relationship between poem 

and music, ways to grasp and express God, human, world, and nature in poems’ words, the meaning of “I”, and the meaning of 

death and life. Occasionally Bach and other music will be used to provide comparison with Japanese literatures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 ― 「詩の自覚」について 

2. 叙事と抒情 ― ニーベルンゲン他 

3. コラールの成立と「ライス」 ― 宗教民謡とルター 

4. コラールにおける「わたしたち」 ― 宗教改革 

5. コラールにおける「わたし」 ― 敬虔主義まで 

6. 「自然詩」の成立 ― コラールと「世界」 

7. 抒情と「世界」 ― ゲーテ他 

8. 譚詩（物語詩）とメルヘン ― ゲーテ、ロマン主義 

9. 譚詩とメルヘン ― 日本文学から（賢治） 

10. 抒情詩の中の「わたし」 ― 二人称の詩学 

11. 屹立する詩精神 ― 近代登山と詩人 

12. 神義論と詩 ― 苦難・戦争と詩人 

13. 神義論と詩 ― 日本文学から 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後、毎回の授業時にそのつど行う。講義では毎回、テクストをプリントして配布するが、テクス

トについての考察を深めることを、復習として心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への積極的な参加(50%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/最終課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川中子義勝、2010、『詩人イエス―ドイツ文学から見た聖書詩学・序説』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7308-5) 

2. 川中子義勝、1996、『北の博士・ハーマン』、沖積舎 (ISBN:4-8060-4618-3) 

3. ベルンハルト・ガイェック、2009、『神への問い―ドイツ詩における神義論的問いの由来と行方』、土曜美術社出版販売 
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(ISBN:978-4-8120-1736-4) 

4. 秋谷千春編、2017、『秋谷豊の武蔵野』、土曜美術社出版販売 (ISBN:978-4-8120-2364-8) 

5. ルドルフ・ボーレン、2017、『祈る―パウロとカルヴァンとともに』、教文館 (ISBN:978-4-7642-6731-2) 

6. 川中子義勝、2016、『悲哀の人・矢内原忠雄』、かんよう出版 (ISBN:978-4-906902-65-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN308／文学講義 １０８ 

(Lectures on Literature 108) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独文化交流 

担当者名 

（Instructor） 
竹峰 義和(TAKEMINE YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランクフルト学派の技術・芸術論を理解することをつうじて、ドイツと日本にまつわる文化事象を理論的に考察するための視座を

身につける。 

 

By understanding Frankfurt School’s technical and artistic theories, students will acquire viewpoints to observe theoretically 

cultural phenomena surrounding Germany and Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランクフルト学派の思想家であるヴァルター・ベンヤミンとテオドール・W・アドルノの技術と芸術に関する理論的省察を、カント、

ヘーゲル、マルクス、ハイデガーの思想との関連や相違とともに概観する。そのうえで、日本のアニメーションなどを例に、フランク

フルト学派の思想がもつアクチュアルな射程について検証したい。 

 

Students will reflect theoretically on technical and artistic theories formed by Frankfurt School theorists Walter Benjamin and 

Theodor W. Adorno. Students will then connect these with thoughts of Kant, Hegel, Marx, and Heidegger, while observing 

differences among them. In addition, students will use examples such as Japanese animations to search for current scope of 

Frankfurt School thoughts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（テクネ―とポイエーシス） 

2. 技術と芸術をめぐる思想史（カント、ヘーゲル、マルクス） 

3. ベンヤミンの複製芸術論１（アウラ、展示価値） 

4. ベンヤミンの複製芸術論２（第二の自然） 

5. ベンヤミンの複製芸術論３（大衆と知覚） 

6. ベンヤミンの複製芸術論４（政治の審美化） 

7. 複製芸術としてのアニメーション１（ミッキーマウス、まどか☆マギカ、初音ミク） 

8. アドルノの文化産業論 

9. アドルノの芸術論１（物象化と認識） 

10. アドルノの芸術論２（「非同一的なもの」の知覚） 

11. アドルノの芸術論３（アウシュヴィッツのあとの芸術） 

12. アドルノの映画音楽論 

13. ハイデガーの芸術論と技術論 

14. 複製芸術としてのアニメーション２（宮崎駿） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ベンヤミン、1995、『ベンヤミン・コレクション１』、ちくま学芸文庫 

2. アドルノ／ホルクハイマー、2007、『啓蒙の弁証法』、岩波文庫 

3. ハイデッガー、1988、『杣道』、創文社 

4. 竹峰義和、2007、『アドルノ、複製技術へのまなざし』、青弓社 
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5. 竹峰義和、2016、『〈救済〉のメーディウム』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN315／文学講義 １１５ 

(Lectures on Literature 115) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの生活文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ワークとライフ，働くことと休むこと中心に，ジェンダーの視点から現代ドイツの生活文化について理解を深めていきます。   

 

Students will deepen their understanding about life and culture in modern Germany from a gender perspective, focusing on work 

and life, work and rest.    

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，日本の状況と比較しながら，受講者との議論も交え，現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

The class will focus on the German society, which tackles various issues for formation of a sustainable society through 

reconstruction of its social foundation and implementation of various policies. To do that, statistics and various auto visual 

materials will be used. At the same time, students will compare the situation with that of Japan. Students will participate in 

discussion and analyze issues found in modern Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. ドイツの生活文化：衣・食・住 

4. 「ワーク」と「ライフ」から見たドイツ 

5. 時短先進国ドイツへの道のり 

6. 長時間労働を阻止するしくみ 

7. 働くことと休むこと 

8. 効率の良い働き方とは 

9. ジェンダーから見たドイツ 

10. ３K からの脱却：性別役割分業を超えて 

11. Paid Work と Unpaid Work 

12. 働きすぎとジェンダー 

13. ワーク・ライフ・バランス政策 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

インターネットを用いて，ドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー（兼出席票）(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷 徹、2015、『ドイツ人はなぜ、1 年に 150 日休んでも仕事が回るのか』、青春出版社 

2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 

授業時に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN316／文学講義 １１６ 

(Lectures on Literature 116) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのユダヤ系文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ドイツとオーストリアの関係について、特にユダヤ文化との関連において基礎的な知識を得る。 

・「多民族国家」オーストリアの盛衰からドイツ語圏、ヨーロッパの問題について考える。 

 

・Students will acquire basic knowledge about relationship between Germany and Austria, particularly those concerning Jewish 

culture. 

・Students will think about prospering and falling of “multi-racial country” Austria, German speaking area, and issues in Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀から 20 世紀前半にかけてのオーストリアの歴史、文学、社会について、特にユダヤ文化、反ユダヤ主義、ナチズムとの

関連で講義する。世紀末から第一次世界大戦を挟み、ハプスブルク帝国の崩壊、オーストリア共和国の誕生、そしてナチス・ドイ

ツによるオーストリア合邦にいたるまでの歴史を振り返り、ドイツ語圏、そしてヨーロッパの諸問題について考える。 

 

 The class will focus on Austrian history, literature, and society from the 19th to 20th century, particularly in connection with 

Jewish culture, anti-Jew doctrine, and Nazism. Students will study various issues in German speaking areas and Europe by 

reviewing history, i.e. the fall of Habsburg empire, the birth of Republic of Austria, and the unification of Austria by Nazi 

Germany, as well as the period through at the end of the 19th century to the WWI. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ドイツ語圏とは？ 

2. ハプスブルク家とオーストリアの歴史（1）：ハプスブルク家について 

3. ハプスブルク家とオーストリアの歴史（2）：皇妃エリーザベトの生涯 

4. 「美しく青きドナウ」：ドナウ川と中欧 

5. オーストリア文学の多様性：マゾッホ『毛皮を着たヴィーナス』 

6. オーストリアとバルカン半島：カネッティ『救われた舌』 

7. カフカのプラハ：カフカの生涯と作品 

8. ヒトラーの青年時代（1）：世紀転換期・20 世紀初頭のウィーンの芸術 

9. ヒトラーの青年時代（2）：世紀転換期・20 世紀初頭のウィーンの社会 

10. 第一次世界大戦前夜：ツヴァイク『昨日の世界』  

11. 経営学者ドラッカーのウィーン時代：ドラッカー『傍観者の時代』 

12. 群集の都市：1920 年代のウィーンとフロイト『集団心理学と自我分析』、カネッティ『耳の中の炬火』 

13. 『サウンド・オブ・ミュージック』（1）：マリアの回想録とトラップ一家の軌跡 

14. 『サウンド・オブ・ミュージック』（2）：ナチス・ドイツによるオーストリア合邦とその後 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げた文献は、図書館などを利用して可能な限り読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリント（パワーポイントの印刷および引用の資料）を配布し、関連映像も観る予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. エルンスト・ハーニッシュ（岡田浩平訳）、2016、『ウィーン／オーストリア 20 世紀社会史―1890-1990』、三元社 

2. スティーヴン・ベラー（桑名映子訳）、2008、『世紀末ウィーンのユダヤ人』、刀水書房 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 



 - 1310 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特別な予備知識は必要としない。授業では多くの作品（翻訳からの引用の抜粋）や参考文献を紹介、解説する予定なので、幅広

い関心をもった読書欲のある学生の履修を期待する。講義内容と計画は履修者の関心や人数に応じて変更の可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN357／文学講義 １５７ 

(Lectures on Literature 157) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの学術文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツにおいて学問・研究がどのような歴史的・制度的背景の上に独自の文化を産み出したかを概観し，ドイツの学術文化への

理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of Germany’s academic culture by studying how education and research gave birth to 

Germany’s independent culture in historical and institutional contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では以下のテーマを講義する。１）古代および中世ヨーロッパにおける学術文化の伝統とドイツ，２）近世までの大学と学術文

化の歴史，３）近代ドイツの大学の特徴とそれが学問の近代化に及ぼした影響，４）学問の制度化，５）学問批判／批判的学問，

６）ユダヤ系知識人と学問，７）ドイツの大学の世界的インパクト。 

 

The class will focus on the following subjects. 1) Germany and academic culture in ancient and middle age Europe, 2) history of 

university and academic culture up to modern age, 3) characteristics of modern German universities and their impacts on 

modernization of education, 4) systematic implementation of knowledge, 5) intellectual critique/critical intellect, 6) Jewish 

scholars and knowledge, 7) worldwide influence of German universities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意とテーマへの導入，古代ギリシア・ローマの学術文化 

2. ヨーロッパ中世の大学と学術文化の歴史 

3. 近世までの大学と学術文化の歴史（１） 

4. 近世までの大学と学術文化の歴史（２） 

5. 近代ドイツの大学（１） 

6. 近代ドイツの大学（２） 

7. 学問の制度化とその諸問題（１） 

8. 学問の制度化とその諸問題（２） 

9. 学問批判/批判的学問（１） 

10. 学問批判/批判的学問（２） 

11. ユダヤ系知識人と学問（１） 

12. ユダヤ系知識人と学問（２） 

13. ドイツの大学の世界的インパクト（１） 

14. ドイツの大学の世界的インパクト（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として，事前に Blackboardにアップロードする授業のスライドに必ず目を通しておくこと。復習としては，２回の課題の作成に

向けて，授業内容を確認することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への出席とリアクションペーパー(40%)/課題１(20%)/課題２(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のパワーポイントスライドは事 Blackboard にアップロードするので，受講者は各自ダウンロードし，プリントアウトするなどして

授業に必ず持参すること。プリントの配布は行わない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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課題の提出は Blackboard で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN360／文学講義 １６０ 

(Lectures on Literature 160) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
矢羽々 崇(YAHABA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリムから現代までのドイツ語圏の子どもと青少年の文学 (Kinder- und Jugendliteratur)を知り，現在の私たちにとっての意味を

考えます。このジャンルでは，書き手も，作って売る人も，場合によっては買う人も，「子どもと青少年」ではありません。しかし，こ

のジャンルは，「大人」が支配するだけの世界なのでしょうか？この講義をきっかけに， 「子どもと青少年」と「大人」の関係を考え

てみてください。 

 

Students will learn about child and youth literatures (Kinder- und Jugendliteratur) from Grimm to modern era. Students will 

think about their meanings for us in modern time. Actually, it is not children or youths who write, create and sell, or purchase 

books in this genre. But is this genre dominated by adult? Students will use this opportunity to think about relationship among 

child, youth, and adult. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「子ども」や「青少年」 のための 「文学」 というのは，日本でもドイツ語圏でも 19 世紀 (後半) の発明です。「子どものための文

学」 の名のもとに，どのような「子ども」と「文学」が求められ，どのように 「大人の文学」と区別された (されなかった)のかなど

を，主に 18 世紀後半から現代にいたる作品を読みながら，皆さんと一緒に考えていきます。 

 

Literatures for children and youths were invented in 19th century (second half) in Japan and German speaking areas. What 

types of children and literatures are demanded in “literatures for children”? How are these literatures differentiated (or not) 

from those for adults? Students will think about these while reading works from late 18th century up to modern age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. グリム以前の子どもと青少年の文学 

〜 「子ども」 ができてくる 

3. グリム・メルヒェン 1 

〜 どのように「メルヒェン」は「メルヒェンらしく」なったか？） 

4. グリム・メルヒェン 2 

〜  メルヒェンの映像化 ディズニーを例に 

5. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 1 

〜 アンデルセン「人魚姫」 人魚姫が本当にほしかったのは王子の愛？ 

6. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 2 

〜 「絵本」 の誕生  『もじゃもじゃペーター』の教訓ってマジメ？  

7. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 3 

〜 シュピリ『ハイジ』  聖女から低燃費少女へ 

8. 20 世紀の子どもと青少年の文学 1 

〜 ザールテン『バンビ』  動物たちの物語と人間の関係は？ 

9. 20 世紀の子どもと青少年の文学 2 

〜 ケストナー『動物会議』  大人は無能？ 

10. 20 世紀の子どもと青少年の文学 3 

〜 エンデ『はてしない物語』 読者は何をする人？ 

11. 20 世紀の子どもと青少年の文学 4 

〜 パウゼヴァング『見えない雲』  チェルノブイリ・フクシマの後？ 

12. 日本における受容 1 

〜 明治期におけるグリムの受容  「おしん」 はシンデレラ? 

13. 日本における受容 2 

〜 現代におけるグリムのすがた  「本当は恐ろしい」のは桐生操？ 

14. まとめ 

 



 - 1314 - 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱われる作品は，前もって読んでおいてください。話を知っていることで，授業が数倍面白く，奥深くなります。 また，授業

で分析対象とする作品は限られますので，授業時に提示する文献リストを参考に，自分なりに読み進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業時（毎回）のレポート(40%) 

3 回以上の欠席は評価の対象としません。 遅刻や途中退席も，場合によっては欠席扱いとします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村泫訳、2005-2007、『グリム童話集全 7 巻』、ちくま文庫 

2. 吉原高志，吉原素子訳、1997、『初版グリム童話集全 4 巻』、白水社 

文献は授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫、2009、『イツの子どもの本 (増補新版)』、筑摩書房 

2. B・ヒューリマン，野村泫訳、2003、『ヨーロッパの子どもの本』、ちくま学芸文庫 

3. Reiner Wild (Hg.). 2002. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Metzler 

必要に応じて, 授業時に文献を指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2018 年度秋学期の文学講義 110「ドイツのメルヒェン」と，グリム関連回および日本でのグリム受容回では，内容面でどうしても重

複する部分があります。「メルヒェン」という文脈でも「子どもと青少年の文学」という文脈でも，重要だと考えている部分です。連続

で受講する場合には，復習のつもりで聞いてください。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN361／文学講義 １６１ 

(Lectures on Literature 161) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロマン派時代の文学 

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） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シラーの世界 

 

フリードリヒ・シラーの作品を取り上げつつ、シラーと彼の見た世界の魅力を紹介する。  

 

Schiller’s world 

 

Students will read Friedrich Schiller’s works and be introduced to Schiller and charm of the world he saw.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ベートーヴェンの第九の歌詞は、その意味を知らなくても、皆が必ず知っている「詩（うた）」だろう。ベートーヴェン自身が感激し

て、交響曲にまで発展させた「詩」はどんな意味をもっているのか？作詞した詩人シラーとはどのような文学者だったのか？彼が

構想した文学の世界の魅力を、歴史的、文化的、思想的背景に則しつつ、現代の私たちが生きる意味と合わせて、考察する。 

 

Even though not everyone will know the meaning of Beethoven’s Symphony No.9, everyone will definitely know the poem. What 

meanings are contained in the poem that excited Beethoven himself and inspired him to elaborate it into symphonic music? 

What type of scholar was author and poet Schiller? Students will analyze charm of the literature world he created by following 

historical, cultural, and intellectual backgrounds, as well as comparing it to our meaning of life in this modern era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第九の歌詞『歓喜に寄せる』について 

2. 観客を狂わんばかりに熱狂させたデビュー作品『群盗』について 

3. ドストイェフスキー『罪と罰』の原型でもあるデビュー作品『群盗』についてＩＩ 

4. 無理心中の悲劇『たくらみと恋』について 

5. 父が婚約者を奪った劇『ドン・カルロス』について 

6. フェリペ二世対マルタ島騎士団の劇『ドン・カルロス』についてＩＩ 

7. ゴシック小説『招霊術師』について 

8. 哲学者カントも理性を失いかけた問題、『招霊術師』についてＩＩ 

9. 世に言う『存在の大いなる連鎖』とは何か、『招霊術師』についてＩＩＩ 

10. 「美とは現象における自由に他ならない」、美学論について 

11. 「ヴェールを纏ったイシスの神像」、普遍史論『モーセの使命』について 

12. 「神聖ローマ皇帝」というパラダイムへの挑戦、『ヴァレンシュタイン』三部作について 

13. テルの弓は縦に使うのではありません、『ヴィルヘルム・テル』について 

14. おしまいのバラード－太宰『走れメロス』の原型『人質』について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された図書資料を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と課題(60%) 

授業を受けて、中間と最終と、合計 2 回レポートを提出してもらう。また、授業各回終了時には、リアクションペーパーを提出して

もらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シラー、『群盗』、岩波書店 

2. シラー、『たくみと恋』、岩波書店 

3. シラー、『ドン・カルロス』、岩波書店 

4. シラー、『ヴァレンシュタイン』、岩波書店 
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5. シラー、『美学芸術論集』、冨山房 

授業時に資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂本貴志、2014、『秘教的伝統とドイツ近代』、ぷねうま舎 

2. プロティノス、『プロティノス全集』、中央公論社 

3. ヘルメス・トギスメギストス、『ヘルメス文書』、朝日出版社 

4. プラトン、『プラトン全集１２『ティマイオス』』、岩波書店 

5. ブルーノ、『無限、宇宙および諸世界について』、岩波書店 

6. アプレイウス、『黄金のろば』、岩波書店 

7. バルトルシャイティス、『イシス探求』、国書刊行会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN362／文学講義 １６２ 

(Lectures on Literature 162) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
神尾 達之(KAMIO TATSUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏のテクストや、ドイツ語圏以外のテクストおよびヴィジュアル・イメージを手がかりにしつつ、大学生の皆さんが、自分が

置かれた時間（21 世紀のはじめ）と空間（日本）における自分の立ち位置を、とくに《私》の表象に注目して考える足場をつくること

が目標です。 

 

The goal in this class is to create positions for university students in their time (beginning of the 21st century) and space 

(Japan) in which they are put, and especially, establish bridgeheads to consider these by focusing on their ideas of "self." 

Students will do this by following clues provided by texts found in and outside of German speaking areas, as well as visual 

images. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 皆さんは、そしてかつての私も、教育機関から排除されないようにするために、日曜日を除いてほとんど毎日、文部科学省が承

認したソリッドな情報が大脳皮質の上に書きこまれることを甘受してきました。そのなかでももっとも強力な情報の一つが、「私は

ひとりの人間である」というイメージだったはずです（イメージ A とします）。「そんな言葉を耳にしたことないよ」、という方もいるか

もしれません。それは、それほどこのイメージ Aが教育機関のなかでは自明だからです。自明すぎて教えていない。しかし、この

イメージ Aは教育の場面で奨励されるさまざまな指針の大前提になっています。つまり、イメージ A＝プログラムは、いろいろな

教えのなかにこっそりと書き込まれているのです。 

 さてその一方で、小さい頃からテレビゲームに慣れ親しんでいる皆さんは、「私は何人かの人間になれる」というイメージを実感

しているはずです（イメージ B とします）。「え、そんなこと考えたことないよ」、という方もたくさんいるでしょう。このイメージ B は言

葉としてはあまり発せられてこなかったからです。危険ですから。教育機関にとっては、あるいは近代の社会秩序にとっては、で

す。しかし、それが言葉にならなかったということは、それが体験されなかったということを意味していません。むしろ、言葉を通過

しないからこそ、言葉を巧妙にすり抜けたからこそ、この「私は何人かの人間になれる」、はみなさんの大脳皮質の上にこっそり

と、しかし、しっかりと根を張ってしまったのです。皆さんのなかで、『君の名は。』を見て、「そんなことあるわけないじゃん」、と言っ

て、途中で映画館から出てきた人はいますか？  

 大人の前ではイメージ Aが発言権をもち、自分の部屋に入るとイメージ B がいばりはじめる。みなさんは自覚しないままに、こ

の二つの《私》のイメージに引き裂かれています。しかも、いったん学校の外に出たら、実はイメージ B の天下です。コスプレしなく

ても、新しい服を買ったりしませんか。服なんかに興味がなくても、恋愛シミュレーションゲームをするときだけはクールな若者にな

りませんか。就活のときに普段のままの自分を堂々とさらけ出しますか。みなさんの《私》が引き裂かれているのは、無理に単数

化された《私》が複数化しはじめたことの症候です。《私》探しというのは、単数形のイメージ Aがくずれ、それを入れていた容器だ

けが残存した結果発生した病です… というようなことを、講義します。 

 なお、この講義で扱う資料には、授業の内容が要求する限りにおいて、受けとる人によってはエロティックないしグロテスクに感

じられるものがあるので、そういう資料を見たくない方は履修しないほうがいいでしょう。 

 

 To avoid being expelled from educational institutions, we, including my past self, have submitted ourselves to solid information 

approved by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology almost every day except Sunday, and imprint these 

information on our cerebral cortex. The most powerful information among these will be the idea that “I am a separate human 

being” (Image A). Perhaps you may complain that you had never heard these words before. It is because Image A is self-

explanatory in educational institutions. It is too self-explanatory to be taught. However, this Image A is the basic assumption of 

various guidelines encouraged at educational scenes. In other words, Image A = program. It is imprinted secretly in various 

teachings. 

 On the other hand, everyone who has been familiar with video games since childhood would experience "I can become some 

characters" (Image B). Many people will claim they have never experienced it. It is because Image B is rarely mentioned in 

words. It is dangerous. At least it is dangerous for educational institutions and social order in modern era. However, just 

because it is not mentioned in words does not mean it is not experienced. This idea of "I can become some characters" was 

silently and firmed uprooted firmly from everyone’s cerebral cortex, exactly because it tactfully avoid using words and it does 

not pass through words. Among you, were there people who watched “Your Name” and exited cinema because you thought the 

phenomenon not possible?  

 Image A is in charge in fronts of adults but Image B takes over when we are in our rooms. Cracks form between these two 

“self” without our realization. Moreover, once we step out of school we are entering territory of Image B. Do you buy new 
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clothes even though you do not participate in cosplay? Do you choose to be a cool young people in dating simulation game even 

though you are not interested in clothing? Do you show your self openly when hunting for jobs? Cracks in our “self” are 

symptoms of division of “self” after being unified forcibly. During this class we will talk about the illness of searching for “self”, 

which happens when unified Image A is broken into pieces and only its container is left. 

 When required by lesson contents, this class will use materials considered erotic or grotesque depending on the audience. Do 

not enroll if reading such materials is not preferred. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：方法と概念 

2. ガイダンス：方法と概念 

3. 《私》の領分：個室に咲く花 

4. 《私》の領分：個室に咲く花 

5. 《私》は自分好きになれる：メディアとナルキッソス 

6. 《私》は自分好きになれる：メディアとナルキッソス 

7. 《私》が愛する《私》のあなた：ピュグマリオン的欲望 

8. 《私》が愛する《私》のあなた：ピュグマリオン的欲望 

9.  見つめられる《私》から作る《私》へ：自画像から示我像へ 

10.  見つめられる《私》から作る《私》へ：自画像から示我像へ 

11. もう一人の《私》、もう n 人の《私》：ドッペルゲンガーと変身 

12. もう一人の《私》、もう n 人の《私》：ドッペルゲンガーと変身 

13. 液状化する《私》：T-1000 

14. 液状化する《私》：T-1000 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業終了後、直近の木曜日の 23時 59 分までに、授業の内容に関するコメントを提出してもらいます。 

提出方法は初回の授業でお知らせします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業終了後に提出してもらうコメント(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回の授業終了後に提出してもらうコメントは一回の提出につき、5 点（100 点満点中）を加算します。つまり 5％ということになり

ます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN364／文学講義 １６４ 

(Lectures on Literature 164) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの映像文化 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ映画の黄金時代であるヴァイマル期のサイレント映画を通じ、このジャンルの特質と社会的・精神史的背景を学ぶ。 

 

Students will watch silent film from Weimar era, the golden age of German films to learn about characteristics of the genre, as 

well as social and psychohistory contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴァイマル期はドイツ映画が最も輝いていた時代に数えられる。この授業では、ヴァイマル期のドイツで制作・公開されたサイレン

ト映画の代表作をいくつか取り上げ、映像資料を視聴しながら、作品の社会的・精神史的背景、サイレント映画というメディアの特

質などさまざまな側面を多角的に考察する。 

 

Weimar era is considered one of the most prosperous era for German films. This class will use several silent films created and 

released in Germany during Weimar era. While watching these video materials, students will conduct analysis from multiple 

perspectives on characteristics of the media of silent films, social and psychohistory contexts of these productions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入、ヴァイマル期までのドイツ映画の歴史 

2. 『カリガリ博士』（１） 

3. 『カリガリ博士』（２） 

4. 『カリガリ博士』（３） 

5. 『聖山』（１） 

6. 『聖山』（２） 

7. 『聖山』（３） 

8. 『最後の人』（１） 

9. 『最後の人』（２） 

10. 『最後の人』（３） 

11. 『メトロポリス』（１） 

12. 『メトロポリス』（２） 

13. 『メトロポリス』（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboard を通じてあるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 
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・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 

・ドイツ語関する基礎的な知識を持っていたほうがより授業内容になじみやすいが、成績評価にあたってドイツ語に関する知識の

有無は問わない。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN368／文学講義 １６８ 

(Lectures on Literature 168) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ近世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

16 世紀の医師パラケルススとその支持者たちによる、初期近代ドイツ語圏の学問改革運動「パラケルスス主義運動」を考察す

る。 

 

Students will learn early modern academic revolution Paracelsianism in German speaking areas organized by 16th century 

doctor Paracelsus and his supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。中世末期から初期近代へ至る当時の歴史を概観しつつ、パラケルススたちの医学およびキリスト教信仰の刷新

プログラムを理解するために、自然哲学と経験主義、医化学などのキーワード、救済史と終末論、さらに錬金術・魔術・ヘルメス

主義といった知的潮流を解説する。 

 

The class will be conducted in lecture format. Students will study outline of history from late middle age up to early modern age. 

Students will receive explanations on natural philosophy, empiricism, medical chemistry and other keywords, as well as 

intellectual trends such as salvation history, eschatology, alchemy, magic, and Hermeticism to help them understand 

Paracelsus’s medicine and reform program of Christian belief. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 部：歴史的概観 

3. 中世末期から初期近代（近世）へ 

4. 文学史 

5. 自然科学史・医学史 

6. 教会史 

7. 第 2 部：パラケルススとパラケルスス主義者の思想・歴史観・自己像 

8. パラケルススとその著作 

9. パラケルスス死後の改革運動 

10. 医学およびキリスト教信仰の刷新プログラム 

11. パラケルスス像 

12. 第 3 部：パラケルスス受容史 

13. 近現代ドイツと日本におけるパラケルスス像 

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） 

授業開始時に配布されるテキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AN401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語とドイツ語の事例に基づき，適宜英語等も参照しながら，言語と認知の関係，メタファー・メトニミー等のいわゆるレトリック

が言語において持つ役割を考察したのち，言語表現の多様性，とりわけ文体・スタイルの諸問題を照らし出し，言語研究・言語観

察の技法を会得することを目標にします。同時に，言語学・日本語学・ドイツ語学の基本概念の理解を深めます。  

 

In this class, students will consider linguistic roles of so-called rhetoric, including connection between language and recognition, 

metaphor, and metonymy. Students will also study them based on Japanese and German examples, by using English texts if 

necessary. After that, students will acquire techniques to conduct linguistic researches and observations, highlighting various 

issues concerning linguistic variability and literary style in a part of or the whole passage. At the same time, students will 

deepen their basic concepts about linguistics, especially Japanese, and German linguistics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従って日本語・ドイツ語の現況ならびにそのレトリック・文体との関わりを，適宜歴史的視点も入れながら概観

し，両語の知識を定着させます。他にもできるだけ多くの言語の事例に触れ，日独語を観察・分析する目を斬新なものにし，相対

化することも試みます。授業時には，学術語・専門語に必ずしも拘泥せずにジョーク等の比較的わかりやすい素材も取り上げて

いきます。授業への積極的な参加（意見交換，ディスカッション等）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

Students will follow the lesson plan to strengthen their knowledge in both languages. Students will integrate historical 

perspective as they see fit when observing connection between rhetoric and style, as well as current situation in Japanese and 

German languages, with a broad view. Other than that, students will expose themselves to as many linguistic examples as 

possible. Students will achieve a whole new perspective when observing and analyzing Japanese and German languages. 

Students will also approach relativism. The class is not confined to academic terminologies and jargons. Relatively easy to 

understand materials such as jokes will also be integrated. Students must participate in classes actively (exchange opinions, 

discuss, and so on). They will submit reports at the end of semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション —言語研究のめあて—  

2. 日本語とドイツ語 

3. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 1 導入）  

4. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 2 スキーマ，プロトタイプ）  

5. 言語と認知—認知言語学の概観—（その 3 ステレオタイプ）  

6. 言語とレトリック（その１ メタファー）  

7. 言語とレトリック（その２ メトニミー）  

8. 表現としてのことば 

9. 言語表現の多様性・多文化性  

10. 文体論（その 1 言語学・文学の視点） 

11. 文体論（その 2 修辞学・雄弁術の視点）  

12. 文体論（その 3  社会様式論） 

13. 文体論（その 4  文体からスタイルへ） 

14. 言語研究の行くすえ —まとめに代えて—  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行ってください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業への参加度（授業時の受け答えやディスカッションへの貢献度，コメントペーパー）(55%) 

無断で授業を欠席した場合，３回の欠席でもって D 評価とします。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀬戸賢一、2017、『時間の言語学 メタファーから読みとく』、筑摩書房 

2. 野矢茂樹・西村義樹、2013、『言語学の教室 哲学者と学ぶ認知言語学』、中央公論新社 

3. 中村明、2011、『語感トレーニング 日本語のセンスをみがく 55 題』、岩波書店 

さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい説明をする第一回目の授業に必ず出席してください。  

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １０５ 

(Lectures on Literature 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インド・ゲルマン語の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）からドイツ語にいたるまでの歴史的変化をたどり，ヨーロッパ諸言語の中にお

けるドイツ語の位置を探るとともに，ドイツ語に対する理解を深めます。 

 

Students will follow historical transformation of Indo-European common language (Indo-Germanic protolanguage) into German 

language. Students will deepen their understanding about German language by searching for German language’s positioning 

among various European languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語は，他のほとんどのヨーロッパの言語とともに，インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）という共通の祖先から

分化して成立したと考えられています。この授業では，数千年にわたるこの分化の歴史をたどり，ドイツ語と親戚関係にある諸言

語との関係を探ります。また，歴史的変化に着目することではじめて理解できる，現代ドイツ語に見られるさまざまな事象にも光を

当てていきます。 

 

It is thought that German language, same as most other European languages, branched off Indo-European common language 

(Indo-Germanic protolanguage). This class will follow this historical branching process spanning several thousand years. 

Students will search for relationships among German and other close languages. Students will shine light on various phenomena 

observed in modern German language by focusing on its historical transformation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 通時言語学と共時言語学 

2. インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語） 

3. インド・ヨーロッパ語比較言語学 

4. 続き 

5. インド・ヨーロッパ語と現代のドイツ語 

6. 原始ゲルマン語と第 1 次子音推移 

7. ゲルマン諸言語の歴史 

8. 続き 

9. ゲルマン人の歴史・ドイツ語の歴史 

10. ドイツ語の歴史： 第 2 次子音推移と古高ドイツ語 

11. 続き 

12. ドイツ語の歴史： 中高ドイツ語 

13. 続き 

14. 理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱った内容に関しては、プリントを用いてしっかり復習し、さまざまなトピックについて自分で要約して解説できるようにして

下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および授業中課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

須澤通，井出万秀『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』（郁文堂） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １１５ 

(Lectures on Literature 115) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの生活文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ワークとライフ，働くことと休むこと中心に，ジェンダーの視点から現代ドイツの生活文化について理解を深めていきます。   

 

Students will deepen their understanding about life and culture in modern Germany from a gender perspective, focusing on work 

and life, work and rest.    

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，日本の状況と比較しながら，受講者との議論も交え，現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

The class will focus on the German society, which tackles various issues for formation of a sustainable society through 

reconstruction of its social foundation and implementation of various policies. To do that, statistics and various auto visual 

materials will be used. At the same time, students will compare the situation with that of Japan. Students will participate in 

discussion and analyze issues found in modern Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. ドイツの生活文化：衣・食・住 

4. 「ワーク」と「ライフ」から見たドイツ 

5. 時短先進国ドイツへの道のり 

6. 長時間労働を阻止するしくみ 

7. 働くことと休むこと 

8. 効率の良い働き方とは 

9. ジェンダーから見たドイツ 

10. ３K からの脱却：性別役割分業を超えて 

11. Paid Work と Unpaid Work 

12. 働きすぎとジェンダー 

13. ワーク・ライフ・バランス政策 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

インターネットを用いて，ドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー（兼出席票）(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷 徹、2015、『ドイツ人はなぜ、1 年に 150 日休んでも仕事が回るのか』、青春出版社 

2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 

授業時に適宜紹介する。 



 - 1328 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １６０ 

(Lectures on Literature 160) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
矢羽々 崇(YAHABA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリムから現代までのドイツ語圏の子どもと青少年の文学 (Kinder- und Jugendliteratur)を知り，現在の私たちにとっての意味を

考えます。このジャンルでは，書き手も，作って売る人も，場合によっては買う人も，「子どもと青少年」ではありません。しかし，こ

のジャンルは，「大人」が支配するだけの世界なのでしょうか？この講義をきっかけに， 「子どもと青少年」と「大人」の関係を考え

てみてください。 

 

Students will learn about child and youth literatures (Kinder- und Jugendliteratur) from Grimm to modern era. Students will 

think about their meanings for us in modern time. Actually, it is not children or youths who write, create and sell, or purchase 

books in this genre. But is this genre dominated by adult? Students will use this opportunity to think about relationship among 

child, youth, and adult. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「子ども」や「青少年」 のための 「文学」 というのは，日本でもドイツ語圏でも 19 世紀 (後半) の発明です。「子どものための文

学」 の名のもとに，どのような「子ども」と「文学」が求められ，どのように 「大人の文学」と区別された (されなかった)のかなど

を，主に 18 世紀後半から現代にいたる作品を読みながら，皆さんと一緒に考えていきます。 

 

Literatures for children and youths were invented in 19th century (second half) in Japan and German speaking areas. What 

types of children and literatures are demanded in “literatures for children”? How are these literatures differentiated (or not) 

from those for adults? Students will think about these while reading works from late 18th century up to modern age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. グリム以前の子どもと青少年の文学 

〜 「子ども」 ができてくる 

3. グリム・メルヒェン 1 

〜 どのように「メルヒェン」は「メルヒェンらしく」なったか？） 

4. グリム・メルヒェン 2 

〜  メルヒェンの映像化 ディズニーを例に 

5. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 1 

〜 アンデルセン「人魚姫」 人魚姫が本当にほしかったのは王子の愛？ 

6. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 2 

〜 「絵本」 の誕生  『もじゃもじゃペーター』の教訓ってマジメ？  

7. 19 世紀後半の子どもと青少年の文学 3 

〜 シュピリ『ハイジ』  聖女から低燃費少女へ 

8. 20 世紀の子どもと青少年の文学 1 

〜 ザールテン『バンビ』  動物たちの物語と人間の関係は？ 

9. 20 世紀の子どもと青少年の文学 2 

〜 ケストナー『動物会議』  大人は無能？ 

10. 20 世紀の子どもと青少年の文学 3 

〜 エンデ『はてしない物語』 読者は何をする人？ 

11. 20 世紀の子どもと青少年の文学 4 

〜 パウゼヴァング『見えない雲』  チェルノブイリ・フクシマの後？ 

12. 日本における受容 1 

〜 明治期におけるグリムの受容  「おしん」 はシンデレラ? 

13. 日本における受容 2 

〜 現代におけるグリムのすがた  「本当は恐ろしい」のは桐生操？ 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱われる作品は，前もって読んでおいてください。話を知っていることで，授業が数倍面白く，奥深くなります。 また，授業

で分析対象とする作品は限られますので，授業時に提示する文献リストを参考に，自分なりに読み進めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業時（毎回）のレポート(40%) 

3 回以上の欠席は評価の対象としません。 遅刻や途中退席も，場合によっては欠席扱いとします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村泫訳、2005-2007、『グリム童話集全 7 巻』、ちくま文庫 

2. 吉原高志，吉原素子訳、1997、『初版グリム童話集全 4 巻』、白水社 

文献は授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫、2009、『イツの子どもの本 (増補新版)』、筑摩書房 

2. B・ヒューリマン，野村泫訳、2003、『ヨーロッパの子どもの本』、ちくま学芸文庫 

3. Reiner Wild (Hg.). 2002. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Metzler 

必要に応じて, 授業時に文献を指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2018 年度秋学期の文学講義 110「ドイツのメルヒェン」と，グリム関連回および日本でのグリム受容回では，内容面でどうしても重

複する部分があります。「メルヒェン」という文脈でも「子どもと青少年の文学」という文脈でも，重要だと考えている部分です。連続

で受講する場合には，復習のつもりで聞いてください。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １６２ 

(Lectures on Literature 162) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
神尾 達之(KAMIO TATSUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏のテクストや、ドイツ語圏以外のテクストおよびヴィジュアル・イメージを手がかりにしつつ、大学生の皆さんが、自分が

置かれた時間（21 世紀のはじめ）と空間（日本）における自分の立ち位置を、とくに《私》の表象に注目して考える足場をつくること

が目標です。 

 

The goal in this class is to create positions for university students in their time (beginning of the 21st century) and space 

(Japan) in which they are put, and especially, establish bridgeheads to consider these by focusing on their ideas of "self." 

Students will do this by following clues provided by texts found in and outside of German speaking areas, as well as visual 

images. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 皆さんは、そしてかつての私も、教育機関から排除されないようにするために、日曜日を除いてほとんど毎日、文部科学省が承

認したソリッドな情報が大脳皮質の上に書きこまれることを甘受してきました。そのなかでももっとも強力な情報の一つが、「私は

ひとりの人間である」というイメージだったはずです（イメージ A とします）。「そんな言葉を耳にしたことないよ」、という方もいるか

もしれません。それは、それほどこのイメージ Aが教育機関のなかでは自明だからです。自明すぎて教えていない。しかし、この

イメージ Aは教育の場面で奨励されるさまざまな指針の大前提になっています。つまり、イメージ A＝プログラムは、いろいろな

教えのなかにこっそりと書き込まれているのです。 

 さてその一方で、小さい頃からテレビゲームに慣れ親しんでいる皆さんは、「私は何人かの人間になれる」というイメージを実感

しているはずです（イメージ B とします）。「え、そんなこと考えたことないよ」、という方もたくさんいるでしょう。このイメージ B は言

葉としてはあまり発せられてこなかったからです。危険ですから。教育機関にとっては、あるいは近代の社会秩序にとっては、で

す。しかし、それが言葉にならなかったということは、それが体験されなかったということを意味していません。むしろ、言葉を通過

しないからこそ、言葉を巧妙にすり抜けたからこそ、この「私は何人かの人間になれる」、はみなさんの大脳皮質の上にこっそり

と、しかし、しっかりと根を張ってしまったのです。皆さんのなかで、『君の名は。』を見て、「そんなことあるわけないじゃん」、と言っ

て、途中で映画館から出てきた人はいますか？  

 大人の前ではイメージ Aが発言権をもち、自分の部屋に入るとイメージ B がいばりはじめる。みなさんは自覚しないままに、こ

の二つの《私》のイメージに引き裂かれています。しかも、いったん学校の外に出たら、実はイメージ B の天下です。コスプレしなく

ても、新しい服を買ったりしませんか。服なんかに興味がなくても、恋愛シミュレーションゲームをするときだけはクールな若者にな

りませんか。就活のときに普段のままの自分を堂々とさらけ出しますか。みなさんの《私》が引き裂かれているのは、無理に単数

化された《私》が複数化しはじめたことの症候です。《私》探しというのは、単数形のイメージ Aがくずれ、それを入れていた容器だ

けが残存した結果発生した病です… というようなことを、講義します。 

 なお、この講義で扱う資料には、授業の内容が要求する限りにおいて、受けとる人によってはエロティックないしグロテスクに感

じられるものがあるので、そういう資料を見たくない方は履修しないほうがいいでしょう。 

 

 To avoid being expelled from educational institutions, we, including my past self, have submitted ourselves to solid information 

approved by Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology almost every day except Sunday, and imprint these 

information on our cerebral cortex. The most powerful information among these will be the idea that “I am a separate human 

being” (Image A). Perhaps you may complain that you had never heard these words before. It is because Image A is self-

explanatory in educational institutions. It is too self-explanatory to be taught. However, this Image A is the basic assumption of 

various guidelines encouraged at educational scenes. In other words, Image A = program. It is imprinted secretly in various 

teachings. 

 On the other hand, everyone who has been familiar with video games since childhood would experience "I can become some 

characters" (Image B). Many people will claim they have never experienced it. It is because Image B is rarely mentioned in 

words. It is dangerous. At least it is dangerous for educational institutions and social order in modern era. However, just 

because it is not mentioned in words does not mean it is not experienced. This idea of "I can become some characters" was 

silently and firmed uprooted firmly from everyone’s cerebral cortex, exactly because it tactfully avoid using words and it does 

not pass through words. Among you, were there people who watched “Your Name” and exited cinema because you thought the 

phenomenon not possible?  

 Image A is in charge in fronts of adults but Image B takes over when we are in our rooms. Cracks form between these two 

“self” without our realization. Moreover, once we step out of school we are entering territory of Image B. Do you buy new 
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clothes even though you do not participate in cosplay? Do you choose to be a cool young people in dating simulation game even 

though you are not interested in clothing? Do you show your self openly when hunting for jobs? Cracks in our “self” are 

symptoms of division of “self” after being unified forcibly. During this class we will talk about the illness of searching for “self”, 

which happens when unified Image A is broken into pieces and only its container is left. 

 When required by lesson contents, this class will use materials considered erotic or grotesque depending on the audience. Do 

not enroll if reading such materials is not preferred. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：方法と概念 

2. ガイダンス：方法と概念 

3. 《私》の領分：個室に咲く花 

4. 《私》の領分：個室に咲く花 

5. 《私》は自分好きになれる：メディアとナルキッソス 

6. 《私》は自分好きになれる：メディアとナルキッソス 

7. 《私》が愛する《私》のあなた：ピュグマリオン的欲望 

8. 《私》が愛する《私》のあなた：ピュグマリオン的欲望 

9.  見つめられる《私》から作る《私》へ：自画像から示我像へ 

10.  見つめられる《私》から作る《私》へ：自画像から示我像へ 

11. もう一人の《私》、もう n 人の《私》：ドッペルゲンガーと変身 

12. もう一人の《私》、もう n 人の《私》：ドッペルゲンガーと変身 

13. 液状化する《私》：T-1000 

14. 液状化する《私》：T-1000 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業終了後、直近の木曜日の 23時 59 分までに、授業の内容に関するコメントを提出してもらいます。 

提出方法は初回の授業でお知らせします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業終了後に提出してもらうコメント(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回の授業終了後に提出してもらうコメントは一回の提出につき、5 点（100 点満点中）を加算します。つまり 5％ということになり

ます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １６４ 

(Lectures on Literature 164) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの映像文化 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ映画の黄金時代であるヴァイマル期のサイレント映画を通じ、このジャンルの特質と社会的・精神史的背景を学ぶ。 

 

Students will watch silent film from Weimar era, the golden age of German films to learn about characteristics of the genre, as 

well as social and psychohistory contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴァイマル期はドイツ映画が最も輝いていた時代に数えられる。この授業では、ヴァイマル期のドイツで制作・公開されたサイレン

ト映画の代表作をいくつか取り上げ、映像資料を視聴しながら、作品の社会的・精神史的背景、サイレント映画というメディアの特

質などさまざまな側面を多角的に考察する。 

 

Weimar era is considered one of the most prosperous era for German films. This class will use several silent films created and 

released in Germany during Weimar era. While watching these video materials, students will conduct analysis from multiple 

perspectives on characteristics of the media of silent films, social and psychohistory contexts of these productions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入、ヴァイマル期までのドイツ映画の歴史 

2. 『カリガリ博士』（１） 

3. 『カリガリ博士』（２） 

4. 『カリガリ博士』（３） 

5. 『聖山』（１） 

6. 『聖山』（２） 

7. 『聖山』（３） 

8. 『最後の人』（１） 

9. 『最後の人』（２） 

10. 『最後の人』（３） 

11. 『メトロポリス』（１） 

12. 『メトロポリス』（２） 

13. 『メトロポリス』（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboard を通じてあるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 
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・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 

・ドイツ語関する基礎的な知識を持っていたほうがより授業内容になじみやすいが、成績評価にあたってドイツ語に関する知識の

有無は問わない。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN468 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 １６８ 

(Lectures on Literature 168) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ近世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

16 世紀の医師パラケルススとその支持者たちによる、初期近代ドイツ語圏の学問改革運動「パラケルスス主義運動」を考察す

る。 

 

Students will learn early modern academic revolution Paracelsianism in German speaking areas organized by 16th century 

doctor Paracelsus and his supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。中世末期から初期近代へ至る当時の歴史を概観しつつ、パラケルススたちの医学およびキリスト教信仰の刷新

プログラムを理解するために、自然哲学と経験主義、医化学などのキーワード、救済史と終末論、さらに錬金術・魔術・ヘルメス

主義といった知的潮流を解説する。 

 

The class will be conducted in lecture format. Students will study outline of history from late middle age up to early modern age. 

Students will receive explanations on natural philosophy, empiricism, medical chemistry and other keywords, as well as 

intellectual trends such as salvation history, eschatology, alchemy, magic, and Hermeticism to help them understand 

Paracelsus’s medicine and reform program of Christian belief. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 部：歴史的概観 

3. 中世末期から初期近代（近世）へ 

4. 文学史 

5. 自然科学史・医学史 

6. 教会史 

7. 第 2 部：パラケルススとパラケルスス主義者の思想・歴史観・自己像 

8. パラケルススとその著作 

9. パラケルスス死後の改革運動 

10. 医学およびキリスト教信仰の刷新プログラム 

11. パラケルスス像 

12. 第 3 部：パラケルスス受容史 

13. 近現代ドイツと日本におけるパラケルスス像 

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） 

授業開始時に配布されるテキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1336 - 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AN781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1338 - 

注意事項（Notice） 
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■AN782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1340 - 

注意事項（Notice） 
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■AN783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1342 - 

注意事項（Notice） 
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■AN784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1344 - 

注意事項（Notice） 
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■AN785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1346 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1347 - 

■AS011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ａ 

(Introductive Seminars in French D1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスとは何かを考える 

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） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門教育に向けて，フランスの社会や文化についての基礎的な知識を学ぶ。また文献検索や発表の手 法、レポート等の書き方

を学ぶ。 

 

Students will acquire basic knowledge about French society and culture to prepare themselves for specialized subjects. In 

addition, students will learn how to write reports, search, and present literatures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスがどのような国なのか，政治，経済，宗教，文化などの分野からいくつかのテーマをとりあげ，日本と比較しながらその特

徴を探っていきます。配布資料を議論の出発点とします。受講者はグループにわかれ，各グループが指定されたテーマについて

調査・発表をします。発表をもとに，クラス全員で意見を交換し，さらに理解を深めていきます。 

また図書館やインターネットでの資料検索の仕方，発表の方法などを学びます。学期末には各自が関心のあるテーマを選び，レ

ポートにまとめ提出してもらいます。 

 

Students will be exposed to several areas including politics, economy, religion, and culture to help them learn about France as a 

country. Students will compare France and Japan in these areas and search for its characteristics. Discussions will be held 

based on distributed materials. Students will be divided into groups. Each group will research and present specific subjects. 

Based on these presentations, all class members will exchange their opinions to further deepen their understandings. 

Furthermore, students will learn how to search for information in library and online, as well as doing presentation. At the end of 

semester, students will select subjects they are interested in and submit their findings in reports. 

 

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. 中間総括。 

8. 発表１。 

9. 発表２。 

10. 発表３。 

11. 演習作業６。 

12. 演習作業７。 

13. 演習作業８。 

14. 総括。レポート提出。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示されたテクストを熟読し、さらには自分の担当する報告、最終レポートに向けて資料調査を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/課題(30%)/発表(30%) 

 

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）。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｂ 

(Introductive Seminars in French D1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスにかんする基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス（共和国）の地理、歴史、宗教、言語、文明／文化、社会の特徴について、もっとも基本的な事柄を学習する。 

 

Students will learn about basics of France (République) geographic, historical, religious, linguistic, civilization/cultural, and social 

characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、始めの数回は講義し、続いてグループ学習に移る。最初から本格的に学ぶというより、広く一般的に共

有されているフランスのイメージをより確かな知識に替えていくような作業を、仲間たちと試みる。下記テキストを用いる。 

 

Based on the following class planning, students will attend classes for the first few times before moving on to group learning. 

Students will not immediately immerse themselves in deep learning from the beginning. Students will work with their classmates 

to convert widely known notions about France into precise knowledge. The following textbooks will be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランスという国の成り立ち（１） 

3. フランスという国の成り立ち（２） 

4. パリ＆フランス社会にかんする映像 

5. フランス語の歴史（１） 

6. フランス語の歴史（２） 

7. 文献の読み方、調べ方、発表用資料の作り方 

8. 近代のフランス、「国家」の一つのモデルとしての 

9. 現代のフランス、変動する世界のなかで 

10. グループ発表（１） 

11. グループ発表（２） 

12. グループ発表（３） 

13. 全体のまとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランス語の習得に努める。フランスにかんするイベントに足を運ぶ、情報を得る。フランス製の品物を使ってみる。フランス語話

者の友だちを作る。フランス語圏に旅行する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答を介した学習(40%)/出席状況など(10%)/小レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005、『フランス７つの謎』、文春新書 (ISBN:4166604279) 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田中直樹、2018、『フランス現代史』、岩波新書 (ISBN:978-4004317517) 

2. 杉本淑彦＆竹中幸史、2015、『教養のフランス近現代史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623072712) 

3. ナドー＆バーロウ、2008、『フランス語のはなし もう一つの国際共通語』、大修館書店 (ISBN:978-4469250763) 

4. 日仏経済交流会、2012、『フランス人の流儀』、大修館書店 (ISBN:978-4469250817) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｃ 

(Introductive Seminars in French D1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスの文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文化や社会を考えるうえで，手掛かりとなる基礎的な知識を学び，発表やレポート，資料の検索などの方法を身につけ

る。 

 

Students will reflect on French culture and society while acquiring basic knowledge to lead them along the way. Students will 

acquire skills to create presentations, reports, and search for documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後学んでゆくことになるフランス語圏の文化と社会への最初のアプローチとして，いくつかの特徴的なテーマ（「自由，平等，友

愛」「政教分離」「ストライキ」など）から現代のフランス社会を扱ったテキストを用いて，日本との比較も行いながら考察してゆきま

す。受講者はいくつかのグループに分かれ，担当する箇所については，テキストの要約と調査を行ったうえで発表します。全員が

事前に該当する部分を読んでくることを前提に，発表を聞いた後，グループあるいは全体で意見を出しあい，最後にコメントカード

に自分の考えをまとめて提出するという手順で進めるので，準備も含めた積極的な参加が必要となります。以上の作業を行うた

めに，最初の数回は，入門的な概要を紹介し，要約や発表の方法，図書館を利用した資料の検索のしかたなどを学びます。 

 

As their first step towards understanding culture and society of French speaking areas in the future, students will compare 

France with Japan by using textbooks on subjects of modern French society. These unique subjects will include “liberté, égalité, 

fraternité”, “laïcité” and “manifestation”. Students will be divided into several groups. Each group will be assigned specific parts. 

These groups will research and summarize their texts before presenting them. Everyone is required to read applicable parts 

before classes. After listening to these presentations, all students or groups are required to present their opinions. And in the 

end, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. In the first few classes, students will be introduced to summary for beginners to prepare them for the 

processes noted above. Students will learn how to summarize, present, and search for information in library. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、教科書の紹介 

2. 発表のための準備①／分担決定 

3. 図書館講習（予定） 

4. 発表のための準備② 

5. 発表：第１の謎 

6. 発表：第２の謎 

7. 発表：第３の謎 

8. 発表：第４の謎 

9. 発表：第５の謎 

10. レポートの書き方について 

11. 発表：第６の謎 

12. 発表：第７の謎 

13. フランスの社会と文化について 

14. 確認作業・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005 年、『フランス７つの謎』、文春新書 
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参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ａ 

(Introductive Seminars in French D2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の世界への招待 

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） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学の代表作の抜粋を読み、多角的に考察する。 

 

Students will read extracts of iconic French literatures and reflect on them from multiple perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、毎回一つのテクストを選び、そのテクストを多角的に検討します。これはあくまで、学生の発表・議論を中心に構成

される授業です。しっかりと予習して参加してください。扱うテクストは、１６世紀から２０世紀までの文学、芸術や思想と多種多様

です。有名な作家、作品ばかりを選んでいます。自分が関心を持っている領域だけではなく、あらゆる分野について（良い意味で）

「広く浅く」フランス文学について学びましょう。 

 

In this class, a specific text will be selected every time. Students will discuss the selected text from multiple perspectives. In 

general, the class is made up of students’ presentations and discussions. Students should study before the class and 

participate. Wide variety of texts will be used, including literatures, arts, and thoughts from the 16th to 20th century. Solely 

well-known authors and works will be selected. Students will not be confined to their areas of interest. Instead, students will 

learn about French literatures in various areas (in a good sense) in wide yet shallow manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。授業内容紹介。 

2. 作品分析（１）。参加者による報告。 

3. 作品分析（２）。参加者による報告。 

4. 作品分析（３）。参加者による報告。 

5. 作品分析（４）。参加者による報告。 

6. 作品分析（５）。参加者による報告。 

7. 作品分析（６）。参加者による報告。 

8. 作品分析（７）。参加者による報告。 

9. 作品分析（８）。参加者による報告。 

10. 作品分析（９）。参加者による報告。 

11. 作品分析（１０）。参加者による報告。 

12. 作品分析（１１）。参加者による報告。 

13. 作品分析（１２）。参加者による報告。 

14. 記述式テスト。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、指定されたテキストを熟読して授業にのぞむこと。担当教員が課題テキストについて複数の問いを出すので、それについて

考察・調査してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の小テスト(30%)/報告・提出物(20%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業の際に資料を配布。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｂ 

(Introductive Seminars in French D2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化と文学について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学のおもしろさに触れるため、第一に、その基本的な形態である詩の魅力を感じられるようになること、第二に、その歴

史的変遷を「主義」の移り変わりの過程として学ぶこと。 

 

To expose students to joy of French literatures: 1) Students will learn to experience beauty of poems in their basic forms; 2) 

Students will learn their historical transformation from angle of “doctrine” transformation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、講義と発表のための準備が半々くらいになる。「発表（詩の朗読）」は、いくつかの課題作品別にグループ

に分かれ、朗読を含む発表をしてもらう。最後の小テストは、特に近代以降のフランス文化の特徴を「主義」の変遷の歴史として

概観した後に行われる。テキストは用いない。 

 

As shown in the following class planning, preparation for class and presentation is divided roughly in 50-50 ratio. Students will 

read poems during their presentations. During presentation (reading poems), students will be divided into groups according to 

different works. Students will study the outline of “doctrine” transformation characterizing modern French culture before taking 

a small final test. No textbook will be used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランス文化の基本的特性（理性と自由、言語と感覚） 

3. 芸術と芸能（詩から芸術へ） 

4. フランス詩法の諸規則 

5. 課題作品の概説 

6. よりよい朗読（プレゼンテーション）の仕方 

7. グループ発表（１） 

8. グループ発表（２） 

9. グループ発表（３） 

10. 各発表の振り返りとまとめ 

11. 「主義」の変遷（１） 

12. 「主義」の変遷（２） 

13. 「主義」のなくなった時代に 

14. 小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランスにかんするイベントに足を運ぶ。フランスにかんする本、特にフランス語で書かれた本（翻訳）を読む。短くていいので読

書の記録を残す。うまく書けたら（SNSなどで）公表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（詩の朗読）(40%)/出席状況など(10%)/小レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき』、白水社 (ISBN:978-4560066003) 

2. 大森晋輔、2012、『フランスの詩と歌の愉しみ』、東京藝術大学出版会 (ISBN:978-4904049334) 

3. 饗庭孝男ほか、1992、『新版 フランス文学史』、白水社 (ISBN:978-4560042861) 

4. 稲田晴年、2005、『フランス語の綴りの読みかた 正しい発音の出発点』、第三書房 (ISBN:978-4808602369) 
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5. 小島慶一、2002、『やさしいフランス語の発音』、語研 (ISBN:978-4876150737) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｃ 

(Introductive Seminars in French D2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳された作品を通して，フランスの文学や文化に触れ，文学的に書かれたテクストを読むための基礎となる技法を学ぶ。 

 

Students will use translated works to study French literature and culture to learn foundation and technique required to read 

literature texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，まず最初に，フランス文学への第一歩として，概説を紹介し，具体的に短編（モーパッサンなど）や抜粋を用いて，

物語がどのように構成されているのか，言葉がどのように用いられているのかを，客観的に分析するという作業を行います。それ

から，フランスの小説，詩，エッセーなどから，いくつかのテクストをとりあげ，受講者は，各自の興味に応じて，いずれかの作品を

選び，グループとなって担当します。複数の担当者は，まずテクストを要約的に紹介し，それから各自の視点から分析します。担

当者以外の受講者も，事前に必ず作品の該当する部分を読み，考えてきたうえで，グループあるいは全体で議論を行います。そ

して，授業の終わりにコメントカードに自らの考えをまとめ提出するという流れで進めるので，積極的な参加が必要です。また，文

学的に書かれたテクストをいかに分析しながら読むことができるのかの実例として，批評的なテクストも扱う予定です。 

 

In this class, students will be introduced to outlines as the first step towards French literatures. Specifically, these outlines will 

include short stories (Maupassant, etc.) and extracts. Students will adopt objective perspective to analyze how these stories 

are constructed and how language is used. After that, several texts such as French novels, poems, and essays will be used. 

Students will choose works they are interested in. They will form groups and study their chosen works. Several selected 

students will first introduce these texts briefly and then analyze them from their perspectives. Students not selected for these 

tasks must also read and understand the works before class. All students or groups will then discuss about these works. After 

that, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. Furthermore, students will be exposed to texts of critical perspectives as they are able to analyze and 

read literature texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，シラバス確認，使用テキストについて 

2. 発表の分担決定，発表のてびき 

3. 読解の分析と実践 

4. 発表（第 1グループ）／短編① 

5. 発表（第 2グループ）／短編② 

6. 発表（第 3グループ）／長編 A① 

7. 発表（第 4グループ）／長編 A② 

8. 発表（第 5グループ）／長編 A③ 

9. 発表（第 6グループ）／長編 B① 

10. 発表（第 7グループ）／長編 B② 

11. 発表（第 8グループ）／長編 B③ 

12. レポートの書き方について 

13. 読解のまとめ 

14. 学期のまとめ／レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

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） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
速読 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教室で，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読んでもらい，大まかな筋を把握できたかどうか，

チェックする。つづいて，本文理解に必要最低限の単語を調べるための「辞書タイム」を 10 分～15 分ほど設けてから，テクストに

関する内容確認を行う。最後に，本文全体に関し，初級文法の復習や中級文法への手引き，重要表現や基本語彙などを念頭に

おきながら，読解のキーとなる点について解説する。原則として授業の冒頭で，前回のテクストから数行のディクテと訳の小テスト

を行うので，指定された範囲の表現や単語，文法事項などを必ず復習して授業に参加すること。 

この授業を通して、外国語の文章に対してもまずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。テクストとしては、仏検 3

級から準 2 級程度の文章を使用する予定。なお，翌週のテクストに登場する基本表現を用いた例文集を配るので，必ず辞書で

意味や用法を確認しておくこと。 

 

In the classroom, students will first read relatively easy texts of certain length without using dictionary first. Students will be 

tested to ensure that they grasp the basic framework of these texts. After that, students will be given 10 to 15 minutes of 

dictionary time to allow them to search for minimum amount of vocabularies required to understand these texts. Students will 

be checked to ensure that they understand these texts. Finally, students will receive explanations on key points required to 

understand entire texts, while bearing in mind guides of basic and intermediate grammars, important expressions, and basic 

vocabularies. In general, at the start of the class, students will be given several lines from previous texts to transcribe and 

translate as mini test. Students must study expressions, vocabularies, and grammars from specified parts before class. 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning sentences written in foreign language on the 

whole. Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. In addition, 

examples containing basic expressions from next-week texts will be distributed. Students must search for their meanings and 

usages with dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業の冒頭で、前回扱ったテクストに関しディクテ（書き取り）および訳の小テストを行うので、その準備を怠らないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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出席および授業参加度(40%)/ディクテ(30%)/訳の小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in French 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 文太(OZAKI BUNTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in French 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
岡見 さえ(OKAMI SAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in French 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Each time, 

students will follow instructions of professor and write their French translations on blackboard before class starts. Professor 

will edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will 

review basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 1380 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AS063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in French 5a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in French 5b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 香奈(HATAKEYAMA KANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in French 5c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ａ 

(Introductory French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｂ 

(Introductory French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｃ 

(Introductory French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ａ 

(Introductory French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｂ 

(Introductory French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｃ 

(Introductory French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 



 - 1400 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ａ 

(Introductory French 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｂ 

(Introductory French 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｃ 

(Introductory French 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ａ 

(Introductory French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｂ 

(Introductory French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｃ 

(Introductory French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１ 

(Seminars D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説 1（恋愛小説家プルースト） 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルーストの小説『失われた時を求めて』をとりあげ、おもに第六篇『消え去ったアルベルチーヌ』（吉川一義訳、岩波文庫の第 12

巻）を精読し、討論しながら、恋愛と別離、記憶と忘却、芸術、旅行などのテーマを深く理解する。 

 

Students will read carefully and discuss about Proust’s novel À la recherche du temps perdu, in particular the 6th book, 

Albertine disparue (translated by Kazuyoshi Yoshikawa, Iwanamibunko the 12th volume). Students will understand deeply 

subjects such as love and separation, memory and oblivion, art, and travel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

とにかく長すぎる、（哲学的考察と隠喩を多用する文体が）難しすぎる、（中盤の社交界の場面が）退屈すぎる、という評判が先行

して、敷居が高くなっている世界文学史上の金字塔『失われた時を求めて』。たしかに全巻読破は容易ではないのだが、思い切っ

て発想を変え、物語が盛りあがる終盤に注目して読んでみたい。「愛する人を失う」とはいかなる経験か？ 傷は癒えるのか？ 

疑惑と後悔はいつまで続くのか？ 忘却は訪れるのか？ そして水の都ヴェネツィアでは何が起きるのか？ 自分なりの読みどこ

ろを発見してほしい。 

 

À la recherche du temps perdu is commented as too long, (too much metaphor and philosophical observations are used) too 

difficult, and the society described in the middle part of the novel is too boring. The threshold of worldwide literature history 

pyramid is becoming higher. It is true that reading all volumes from cover to cover is not easy, but what if students change their 

mentality and focus on ending, where the story becomes exciting. How does it feel like to lose a loved one? Will the scar heal? 

How long will doubt and regret last? Will oblivion come? What will happen in the Capital of Water Venice? Students are 

encouraged to find parts they are interested at reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「私のマドレーヌ」：第一篇『スワン家のほうへ』の抜粋を読む 

3. 第二篇『花咲く乙女たちのかげに』の抜粋を読む 

4. 第三篇『ゲルマントのほう』と第四篇『ソドムとゴモラ』の抜粋を読む 

5. 第五篇『囚われの女』の抜粋を読む 

6. 第六篇『消え去ったアルベルチーヌ』の読解とディスカッション 1 

7. 第六篇の読解とディスカッション 2 

8. 第六篇の読解とディスカッション 3 

9. 第六篇の読解とディスカッション 4 

10. 第六篇の読解とディスカッション 5 

11. 第六篇の読解とディスカッション 6 

12. 第六篇の読解とディスカッション 7 

13. 第六篇の読解とディスカッション 8 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストを二度読んで、疑問点や思いついたことを言葉にして整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(25%)/発表(25%)/ミニレポート(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プルースト著・吉川一義訳、2018、『失われた時を求めて 12 消え去ったアルベルチーヌ』、岩波文庫 (ISBN:978-4003751213) 

 

参考文献（Readings） 
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初回の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

岩波書店ウェブマガジン「たねをまく」連載「それぞれの『失われた時を求めて』」 

（立教大学公開セミナー「新訳でプルーストを読破する」レポート） 

https://tanemaki.iwanami.co.jp/categories/672 

 

注意事項（Notice） 
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■AS102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ２ 

(Seminars D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説 2（プルーストの目から見た戦争と芸術） 

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） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルーストの小説『失われた時を求めて』第七篇『見出された時』（吉川一義訳、岩波文庫の第 13 巻）を読解しながら、戦争、文

学と芸術、時間、記憶などの主題を考察する。 

 

Students will read carefully and discuss about the 7th book of Proust’s novel À la recherche du temps perdu, Le temps 

retrouvé (translated by Kazuyoshi Yoshikawa, Iwanamibunko the 13th volume). Students will analyze subjects of war, literature 

and art, time, and memory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き、『失われた時を求めて』の終盤を読む。第六篇（岩波文庫の第 12 巻）が、愛する人との別れをめぐる作者自

身の深刻な危機にもとづく物語だとすれば、第七篇（第 13 巻と第 14 巻）は、ヨーロッパを襲った危機としての第一次世界大戦に

もとづくエピソードが前半を占める。そして後半、物語はめくるめくラストへ向かい、「私」はあざやかな啓示を得る。芸術とは何

か？ 記憶とは？ 自我とは？ 「時を見出す」とは何を意味するのか？ グループディスカッションを通して、理解を深めたい。 

 

Following the spring semester, students will read ending of À la recherche du temps perdu. The 6th book (Iwanamibunko the 

12th volume) focuses on author’s personal crisis involving separation with loved one. The first half of the 7th book 

(Iwanamibunko the 13th and 14th volume) is made up of WWI episode, a crisis plaguing Europe. In the second half, the story will 

speed ahead towards its ending, leaving behind vivid revelation about “I”. What is art? What is memory? What is self? What does 

it mean to chercher du temps? Students will deepen their understanding though group discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解とディスカッション 1 

3. 読解とディスカッション 2 

4. 読解とディスカッション 3 

5. 読解とディスカッション 4 

6. 読解とディスカッション 5 

7. 読解とディスカッション 6 

8. 読解とディスカッション 7 

9. 読解とディスカッション 8 

10. 読解とディスカッション 9 

11. 読解とディスカッション 10 

12. 読解とディスカッション 11 

13. 読解とディスカッション 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストを二度読んで、疑問点や思いついたことを言葉にして整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加とコメントカード(25%)/発表(25%)/ミニレポート(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プルースト作・吉川一義訳、2018、『失われた時を求めて 13 見出された時 Ⅰ』、岩波文庫 (ISBN:9784003751220) 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂本浩也、2015、『プルーストの黙示録 『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:9784766422085) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

岩波書店ウェブマガジン「たねをまく」連載「それぞれの『失われた時を求めて』」 

（立教大学公開セミナー「新訳でプルーストを読破する」レポート） 

https://tanemaki.iwanami.co.jp/categories/672 

 

注意事項（Notice） 
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■AS103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ３ 

(Seminars D3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス近代絵画からの出発 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスで最も有名な美術館に所蔵されている、日本でもよく知られている近代絵画についての文章を読む。オルセー美術館、ル

ーヴル美術館、ポンピドゥー・センター、ピカソ美術館等の公式サイトにのっている実際の紹介文、つまり最も基礎的かつ簡潔な

解説文を、紹介画像（もしくは解説動画）を参照しつつ、読んでいく。 

 

Students will read texts about modern paintings kept in the most famous museum in France. These paintings are well-known 

even in Japan. Students will read introduction texts found on official websites of Musée d'Orsay, Louvre, Centre Pompidou, and 

Musée Picasso. In other words, students will read the most basic and simple explanatory texts. At the same time, students will 

refer to introductory images (or explanatory videos). 

 

授業の内容（Course Contents） 

取りあげる予定の画家は、モネ、マネ、ゴッホ、ピカソ、ダヴィッド、アングル、プッサン、カルティエ＝ブレッソンといった有名な画家

（写真家）ばかりで、フランス近代絵画史をたどることになる。ただし、表面的な（一見軽薄な？）この目的に、もうひとつの隠された

目的（複数の主題）があることが次第に明らかになるはずである。 

 

 

Students will follow modern French art history. They will learn about famous artists (photographers) such as Monet, Manet, 

Gogh, Picasso, David, Ingres, Poussin, and Cartier-Bresson. Although it may seem superficial (light-hearted at first sight?) there 

is a hidden purpose (multiple subjects). As time goes on the purpose will become clear. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品検討① 

3. 作品検討② 

4. 作品検討③ 

5. 作品検討④ 

6. 作品検討⑤ 

7. 作品検討⑥ 

8. 作品検討⑦ 

9. 作品検討⑧ 

10. ある主題にもとづく分析の試み① 

11. ある主題にもとづく分析の試み② 

12. ある主題にもとづく分析の試み③ 

13. ある主題にもとづく分析の試み④ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

要するに、前半は指定された画家について検討し、そののち、自分（グループ？）でひとつの作品、あるいはひとつの主題を選

び、その歴史的背景や画家の全体像について報告することになるが、それに応じた準備が必要となる。具体的な内容については

初回授業で指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(30%)/出席および授業参加度(20%)/作品分析(30%)/報告(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

購入が望ましい書物については初回授業で指示。 
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参考文献（Readings） 

購入が望ましい書物、図書館で読んでおくべき書物については初回授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ４ 

(Seminars D4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス自伝文学からの出発 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスで最も有名で、日本でもよく知られている自伝文学の「書き出し」を読む。「私」は「私」について、どのように語りはじめる

のか。 

 

Students will read openings of autobiographies well-known in France and even Japan. How will “I” start to describe about “me”? 

 

授業の内容（Course Contents） 

取りあげる予定の作家は、モンテーニュ、ルソー、スタンダール、ジョルジュ・サンド、サルトル、バルトといった作家・思想家で、フ

ランス自伝文学の歴史をたどることになる。ただ、この表面的な（一見軽薄な）目的にほかに、次第に隠されたもうひとつの目的

（複数の主題）が明らかになってくるはずである。 

 

Students will follow French autobiography history. They will learn about authors and thinkers such as Montaigne, Rousseau, 

Stendhal, George Sand, Sartre, and Barthes. Although it may seem superficial (light-hearted at first sight?) there is a hidden 

purpose (multiple subjects). As time goes on the purpose will become clear. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. テクスト分析① 

3. テクスト分析② 

4. テクスト分析③ 

5. テクスト分析④ 

6. テクスト分析⑤ 

7. テクスト分析⑥ 

8. テクスト分析⑦ 

9. テクスト分析⑧ 

10. ある主題にもとづく分析の試み① 

11. ある主題にもとづく分析の試み② 

12. ある主題にもとづく分析の試み③ 

13. ある主題にもとづく分析の試み④ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

要するに、前半は指定された作品と作家について検討し、そののち、自分（グループ？）でひとつの作品、あるいはひとつの主題

を選び、その歴史的背景や作家の全体像について報告することになるが、それに応じて求められる準備内容は変化していく。具

体的な内容については初回授業で指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(30%)/出席および授業参加度(20%)/テクスト分析(30%)/報告(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

購入が望ましい書物については初回授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 

購入が望ましい書物、図書館で読んでおくべき書物については初回授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ５ 

(Seminars D5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世のパリを散策する 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』の読解を通して中世のパリについて理解する。 

 

Students will understand middle-age Paris by reading Hugo’s Notre-Dame de Paris. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミュージカル『ノートルダムの鐘』の原作となったユゴーの小説を題材に、15 世紀のパリの町を想像してみよう。ノートル=ダム大聖

堂、サント=シャペル、さまざまな橋や広場についての描写を丁寧に読み、地図や画像を用いてイメージを作ってゆく。これらの建

築物は物語においてどのような役割を果たし、登場人物たちとどういう関係があるのだろうか。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、グループ発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フラ

ンス語の文章を使用。 

 

The Hunchback of Notre-Dame musical was based on Hugo’s novel. Students will use this novel to imagine Paris in the 15th 

century. Students will read carefully writings about various places, including Notre-Dame Cathedral and Sainte-Chapelle, 

bridges, and plazas in this course. Students will create their images for the novel by using maps and pictures. What roles these 

buildings played in the stories? What are their connections with characters in the stories? 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations. Students 

are free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in 

parts of their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世のパリ 

2. ヴィクトル・ユゴーとロマン派概説 

3. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解１ 

4. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解２ 

5. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解３ 

6. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解４ 

7. 映画『ノートルダムの鐘』とバレエ『ノートル=ダム・ド・パリ』 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. 建築物と文学 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、2016、『ノートル=ダム・ド・パリ 上』辻昶訳、岩波文庫 (ISBN:4003253272) 

2. ユゴー、2016、『ノートル=ダム・ド・パリ 下』辻昶訳、岩波文庫 (ISBN:4003253280) 

上記テキストを購入し、毎回持参すること 

 

参考文献（Readings） 
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1. 小倉孝誠、2014、『十九世紀フランス文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790716392) 

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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■AS106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ６ 

(Seminars D6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世のキリスト教を考える 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ユゴー『ノートル=ダム・ド・パリ』の読解を通して中世のキリスト教について理解する。 

 

Students will understand middle-age Christian religion by reading Hugo’s Notre-Dame de Paris. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ノートル=ダム・ド・パリ』に登場する、鐘衝き男（カジモド）、司教補佐（フロロ）、ジプシーの踊り子（エスメラルダ）といった身分・職

業が当時のキリスト教社会においてどのように位置づけにあるのか、テクストを通して分析しよう。また「祭」や「刑罰」のもつ社会

的機能の考察も重要だ。そして最終的にはユゴーの宗教観がどのようなものだったかをまとめてゆきたい。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、グループ発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フラ

ンス語の文章を使用。 

 

By using these texts, students will analyze identities and occupations of characters in Notre-Dame de Paris in Christian society 

of that time. These characters include bell ringer Quasimodo, Archdeacon Frollo, and gypsy Esmeralda. It is also important for 

students to analyze social functions of celebration and punishment. At last, students will summarize Hugo’s religious view. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations. Students 

are free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in 

parts of their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世のキリスト教 

2. 教会建築とキリスト教 

3. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解１ 

4. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解２ 

5. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解３ 

6. 『ノートル=ダム・ド・パリ』読解４ 

7. ユゴーとキリスト教 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. ユゴーが描く罪と救済 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、2016、『ノートル=ダム・ド・パリ 上』辻昶訳、岩波文庫 (ISBN:4003253272) 

2. ユゴー、2016、『ノートル=ダム・ド・パリ 下』辻昶訳、岩波文庫 (ISBN:4003253280) 

春学期と同じテキストを使用。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉孝誠、2014、『十九世紀フランス文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790716392) 
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2. マール、1995、『ヨーロッパのキリスト教美術』、岩波書店 (ISBN:4003356519) 

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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■AS107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ７ 

(Seminars D7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスの地方と街を発見する 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの地方と街とその文化を学びながら、フランス風の研究発表方法を学ぶことである。   

 

Students will learn about locations, cities and cultures in France, while learning methods to present their researches in French 

way.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、または各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、解説する。 

フランス語でのニュースのコメントから授業を始める。毎回、聴解の練習問題を行い、フランス語での発表、記事の読解、コメント

をする。ゼミは主にフランス語で行われるが、ある程度日本語を交えても構わない。拙いフランス語しか使えなくても十分に受講

は可能である。 

 

Students will read and comment on news and magazines in university library, as well as articles found on media websites. 

The class will start with comments of French news. Each time, students will practice listening and comprehending. Students will 

also make presentation, read articles, and comment in French. In general, the seminar will be held in French but occasional 

switching to Japanese is allowed. Students can take this class even if they are only equipped with basic French. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１   

2. .発表１・発表２・資料２   

3. 発表３・発表４・資料３ 

4. 発表５・発表６・資料４ 

5. 発表７・発表８・資料５ 

6. 発表９・発表１０・資料６ 

7. 発表１１・発表１２・資料７ 

8. 発表１３・発表１４・資料８ 

9. 発表１５・発表１６・資料９ 

10. 発表１７・発表１８・資料１０ 

11. 発表１９・発表２０・資料１1 

12. 発表２１・発表２２・資料１２ 

13. 発表２３・発表２４・資料１３ 

14. ゼミのまとめ・資料１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業にて、参考文献を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ８ 

(Seminars D8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏のメディアから世界を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済や外交から戦争や移民問題などを含め、現代フランス社会やフランス語圏全体・世界を取り巻く諸問題を幅広く取り上げる。

最近のニュースの中から、学生が最も関心を寄せたテーマに焦点を当て、情報を集め、知識を深めていく。様々な話題を手掛か

りにして、フランス語でコメントと分析を行う楽しみを感じてほしい。   

 

This class will touch on wide range of issues surrounding French society, French speaking areas, and the world, including 

economy, foreign policy, war, and immigration. Students will focus on subjects they are most interested in recent news. 

Students will collect information to deepen their knowledge. Students will enjoy commenting and analyzing in French by using 

various topics as leads.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、フランス語で発表をし、解説する。ゼミは

主にフランス語で行われ、学生は極力フランス語のみで話すこととするため、強いモチベーションは欠かせないものである。  

 

Students will read, present, and comment in French about news and magazines in university library, as well as articles found on 

media websites. In general, the seminar will be held in French. Strong motivation is essential for students to speak only in 

French.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１   

2. 発表１・発表２・分析・資料 2 

3. 発表 3・発表 4・分析・資料 3 

4. 発表 5・発表 6・分析・資料 4 

5. 発表 7・発表 8・分析・資料 5 

6. 発表 9・発表 10・分析・資料 6 

7. 発表 11・発表 12・分析・資料 7 

8. 発表 13・発表 14・分析・資料 8 

9. 発表 15・発表 16・分析・資料 9 

10. 発表 17・発表 18・分析・資料 10 

11. 発表 19・発表 20・分析・資料 11 

12. 発表 21・発表 22・分析・資料 12 

13. 発表 23・発表 24・分析・資料 13 

14. 発表 25・発表 26・分析・資料 14・ゼミのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。授業では、フランス語の積極的な使用を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Le Nouvel Observateur, L’Expressなどフランスの有力日刊紙や月刊誌から抜粋した記事等
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のプリントを配布。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ９ 

(Seminars D9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アルベール・カミュ：ヒューマニズムの臨界 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

長編小説から思想的テーマを切り出す。 

作中の会話を「劇（ドラマ）」として身体的に理解する。 

作品の成立過程へのアプローチ法を知る。 

 

Students will extract ideological subjects from long novels. 

Students will understand conversations in these works physically through drama. 

Students will learn how to approach composition of these works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『異邦人』とともにカミュの代表作である『ペスト』は、映画「アウトブレイク」のようなバイオハザード（微生物災害）小説と思われが

ちだが、サスペンス映画が時間との戦い、組織と個人の確執をテーマとするのに対して、カミュの小説では、閉塞状況下の人間の

劇（ドラマ）が丹念に語られる。時系列で追う緊張の高まり、挿入された手記、聖人を巡る考察、神を信じるかどうかの問い、聖ロ

ック信仰、深夜の海水浴の意味するものなど、さまざまな切り口から長編小説を読み解く。カミュの創作手帖を適宜、原文で読ん

でみたい。 

 

Camus’ iconic works L'Étranger and La Peste are frequently thought as biohazard novels such as the film Outbreak. Thriller 

films focus on fighting against time and discord between organization and individual, but Camus’ novels narrate carefully human 

drama under confinement. Students will approach these long novels from various starting points, including suspense in 

chronological order, note inserted, analysis of saints, belief in God, faith in St. Roch, late-night sea bath, and their meanings. 

Students will reach Camus’ Carnets in original languages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小説『ペスト』の成立（１）カミュの『手帖』から 

2. 小説『ペスト』の成立（２）オリヴィエ・トッドの伝記から 

3. 『ペスト』講読（１）奇妙な書き出し 

4. 『ペスト』講読（２）オラン市民の特徴：植民地小説 

5. 『ペスト』講読（３）最初の日、口頭発表 

6. 『ペスト』講読（４）二人の医師の議論、口頭発表 

7. 『ペスト』講読（５）医師会での議論、口頭発表 

8. 『ペスト』講読（６）街が閉鎖される：戯曲『戒厳令』との比較 

9. 参考書の紹介と中間レポートの準備 

10. 『ペスト』講読（７）タルーの提案 

11. 『ペスト』講読（８）新聞記者と医師 

12. 『ペスト』講読（９）イエズス会士の説教 

13. 『ペスト』講読（１０）子どもの死 

14. 『ペスト』講読（１１）クリスマスの奇跡 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

リアクションペーパー、口頭発表、短いレポートを通して、論文執筆のための導入作業を行う授業なので、予習では、授業中に要

領のよい要点整理と問題提起ができるように、予定された箇所をしっかり読んで考えをまとめておく。復習では、リアクションペー

パーに自分が書き、教室でコメントされたことをもとに、口頭発表を準備し、短いレポートのための文献探しをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(30%)/授業中の口頭発表(20%)/中間レポート(20%) 

授業中の口頭発表をもとに中間レポートを書き、教員のコメントを踏まえて期末レポートを仕上げる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. カミュ、『ペスト』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. ダニエル・デフォー、『ペストの記憶』、研究社 

2. 村上陽一郎、『ペスト大流行---ヨーロッパ中世の崩壊』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１０ 

(Seminars D10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働の神秘性に依って立つ文明とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

項目別にまとめられた断章から筆者の世界観を読み取る。 

初期の左翼知識人の労働観と晩年のキリスト教神秘主義的な労働観とを綜合的に理解する。 

 

Students will understand author’s worldview based on text fragments organized in sections. 

Students will understand comprehensively labor view of early left-wing intellects and late Christian occultists. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生前ほぼ無名だったヴェイユは、34 歳で没した後にノートの一部を友人が編集して出版すると、一躍有名になった。この『重力と

恩寵』を、「悪」とは何か、なぜ「労働の神秘」が語られるのか、に注目して読む。まず、「悪」についての断章を全員で読んで、リア

クションペーパーとそれへのコメントを通して、ヴェイユの考えた人間の条件について各自が考察する。そして、授業中に示される

主題群からテーマを選んで口頭発表し、中間レポート、期末レポートをまとめる。 

 

Weil was almost unknown to the world during her living years. After her death at 34 years old, parts of her notes were published 

by her friends, catapulting her to fame overnight. In this course, students will read “Gravity and Grace” while focusing on what 

evil is, and why mystic of labor is narrated. First, everyone will read text fragments about evil. Students will reflect individually 

on human conditions thought by Weil, before putting their comments on Reaction Paper. Then, students will choose subjects 

from groups of main themes introduced during the class to make oral presentation. Students will summarize them in interim and 

final reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴェイユの人間観：『重力と恩寵』のティボンによる解説 

2. 『根を持つこと』に繋がる断章群について 

3. 『工場日記』から 

4. ヴェイユの人間観：重力とは？恩寵とは？ 

5. 悪について（１）：バタイユ、ボードレールとの比較 

6. 悪について（２）：ドストエフスキーとヴェイユ、口頭発表 

7. 悪について（３）：バタイユ、ボードレールとの比較、口頭発表 

8. 労働の神秘（１）、口頭発表 

9. 労働の神秘（２）、口頭発表 

10. 「脱創造」をめぐる論考：Décréation（１）、口頭発表 

11. 「脱創造」をめぐる論考：Décréation（２）、口頭発表 

12. 社会の調和 

13. シュナヴィエの解題から（全集版『カイエ』）（１） 

14. シュナヴィエの解題から（『労働の条件』）（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

リアクションペーパー、口頭発表、短いレポートを通して、論文執筆のための導入作業を行う授業なので、予習では、授業中に要

領のよい要点整理と問題提起ができるように、予定された箇所をしっかり読んで考えをまとめておく。復習では、リアクションペー

パーに自分が書き、教室でコメントされたことをもとに、口頭発表を準備し、短いレポートのための文献探しをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(30%)/授業中の口頭発表(20%)/中間レポート(20%) 

授業中の口頭発表をもとに中間レポートを書き、教員のコメントを踏まえて期末レポートを仕上げる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ、『重力と恩寵』、岩波書店 
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参考文献（Readings） 

1. カミュほか、『別冊水声通信 シモーヌ・ヴェイユ』、水声社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１１ 

(Seminars D11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
十九世紀小説を読む１（バルザック） 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バルザックの小説を読みながら、フランス革命後の激動の十九世紀フランス社会および文化について考察する。 

 

Students will read Balzac’s novel to analyze turbulent French society and culture in the 19th century after French revolution. 

 

授業の内容（Course Contents） 

バルザックの中編、あるいは短編小説を幾つか取り上げ、それらを精読する。小説の読み方を実践的に学び、物語リテラシーの

向上を図ると同時に、フランス革命後の混乱の中から生まれた十九世紀フランス社会についての理解を深める。取り上げる予定

のテーマは社交界、理性結婚、姦通、ジェンダー、オリエンタリズム、ダンディズム、民主主義など多岐にわたるが、何よりもまず

恋愛小説を楽しむ姿勢を大事にしたい。授業の進め方に関しては、最初に何回か導入の講義をした後は、学生一人一人が自分

でテーマを設定して、発表してもらうことになる。また、できれば十九世紀フランスにかかわるオペラ、バレーなどの舞台芸術を観

劇する機会を設けたい。 

 

Students will read carefully several mid or short novels of Balzac. Students will learn how to read novels by doing it. While 

improving their story literacy, students will also deepen their understanding about 19th century French society born amidst 

chaos after French revolution. Students will study multiple subjects including society, rational marriage, adultery, gender, 

orientalism, dandyism, and democracy. Although there are many subjects, it is important for students to enjoy romance novels 

first. Students will advance in this class by taking several introductory seminars first before setting their individual subjects and 

making their presentations. When possible, students will also have opportunity to watch 19th century French stage arts such as 

operas and ballets. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（バルザックとその時代） 

3. 講義２（社交界について） 

4. 講義３（階級社会と恋愛の関係） 

5. 発表１ 

6. 発表２ 

7. 発表３ 

8. 発表４ 

9. 発表５ 

10. 発表６ 

11. 発表７ 

12. 発表８ 

13. 発表９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までになるべく多くのバルザックの小説の翻訳、特に『ゴリオ爺さん』を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%) 

ゼミである以上、必ず全員に発表してもらう。その上で、学期末には発表をもとにレポートをまとめてもらうことになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

まずは『ランジェ公爵夫人』（工藤庸子訳、集英社）から読み始めるが、この作品は残念ながら現在品切れであり、コピーで配布す

ることになる。 
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参考文献（Readings） 

1. バルザック、2009、『ゴプセック・毬打つ猫の店』、岩波文庫 

2. 工藤庸子、2008、『砂漠論』、左右社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１２ 

(Seminars D12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
十九世紀小説を読む２（フローベール） 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き十九世紀に書かれた小説を読みながら、フランス革命後の激動の十九世紀フランス社会および文化について

考察する。同時に、ディスカッションや発表のスキルを身につける。 

 

Following the spring semester, students will read 19th century novels while analyzing turbulent post-French-revolution French 

society and culture in the 19th century. At the same time, students will acquire skills to participate in discussions and 

presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に扱うバルザックの作品がパリの社交界を舞台にしていたのに対し、『ボヴァリー夫人』の主人公はパリにあこがれるノル

マンディーの片田舎の人妻です。日常生活から抜け出そうとして、かえって泥沼にはまっていくヒロインの姿は、今でも十分にリア

リティがある（ありすぎる？）と思います。また「姦通小説」という主題をめぐって、英米圏やロシアの小説も参照するつもりです。授

業の進め方に関しては、最初に何回か導入の講義をした後は、学生一人一人が自分でテーマを設定して、発表してもらうことに

なる。また、できれば後期も十九世紀フランスにかかわるオペラ、バレーなどの舞台芸術を観劇する機会を設けたいと考えていま

す。 

 

In contrast with Parisian society found in Balzac’s novel from the spring semester, the main character of Madame Bovary was a 

married woman admiring Paris but living in remote rural area of Normandy. The main character tried to escape her daily life but 

ended up sinking deeper into it. It is realistic (perhaps too realistic?) even in modern days. In addition, students will focus on the 

subject of adultery novels while referring to American, British, and Russian novels too. Students will advance in this class by 

taking several introductory seminars first before setting their individual subjects and making their presentations. When possible, 

students will also have opportunity to watch 19th century French stage arts such as operas and ballets during the second half 

of the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（フローベールとその時代） 

3. 講義２（ボヴァリスムとは何か？） 

4. 講義３（姦通小説の歴史的背景） 

5. 発表１ 

6. 発表２ 

7. 発表３ 

8. 発表４ 

9. 発表５ 

10. 発表６ 

11. 発表７ 

12. 発表８ 

13. 発表９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までに一度『ボヴァリー夫人』を通読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フローベール、2009、『ボヴァリー夫人』、河出文庫 



 - 1436 - 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 

2. 松澤和宏、2004、『ボヴァリー夫人』を読む―恋愛・金銭・デモクラシー』、岩波書店 

3. 蓮實重彦、2014、『ボヴァリー夫人』論』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS201／フランス語表現演習１ 

(French Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏検 3 級から準 2 級に合格できる程度のフランス語運用能力を習得する。 

 

Students will acquire French language skills equivalent to grade 3 to grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回４つの熟語を，実際の小説や新聞記事から抜粋した例文とともに学ぶ。授業の最初に，熟語の小テストを行い，熟語の習

得をはかる。小テストは dictée という書き取りの試験を行う予定。 

 またフランスの海外領土に関するテキストを題材に、基本的な文法事項を確認しつつ、長文読解，表現法、仏作文などを学習す

る。基本的には、家で準備してきた練習問題を添削するという形をとる。従って，予習をして授業に臨むことが不可欠となる。 

 

 Each time, students will learn 4 idioms and extracts from actual novels and news articles. At the beginning of class, students 

will take small idiom test to measure their idiom mastery. The small test will be done in dictée transcription format. 

 In addition, students will use texts about French overseas territory to learn basic grammars, practice reading long texts, 

express ideas, and compose French essays. In general, students will complete practice questions at home and have them edited. 

Therefore, students must study at home before attending class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの海外領土に関するテクスト発音 

2. 関係代名詞 qui, que, où の復習および練習問題 

3. 過去分詞の一致の確認および練習問題 

4. テクスト読解の練習問題 

5. テクストで出てきた表現を使った仏作文 

6. フランスの地域語に関するテクスト発音 

7. 非人称構文 

8. 様々な否定 

9. テクスト読解の練習問題 

10. テクストで出てきた表現を使った仏作文 

11. 移民問題に関するテクスト発音 

12. 法の使い分け 

13. テクスト読解の練習問題および仏作文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については、毎回授業中に口頭で伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/授業への取り組み(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントにて配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝倉季雄、2002、『新フランス文法辞典』、白水社 

2. M. Grevisse、2011、『Le bon usage』、Duculot 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS202／フランス語表現演習２ 

(French Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読み・書き・聞き・話す総合的能力が要求される仏検準２級あるいは２級に合格する語学力を養う。 

 

Students will acquire language skills equivalent to grade pre-2 or grade 2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français, which 

requires comprehensive capabilities in reading, writing, listening, and speaking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法知識と語彙力を確実なものとすることを目指して、課題にとりくむ。随時、動詞活用や語彙のテスト、書き取りや聞き取りの演

習をおこなう。 

 

Students will immerse themselves in their tasks and aim to master grammatical knowledge and vocabulary skills. At any time, 

students may be given tests on verb conjugations and vocabulary, as well as seminars on writing and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび仏検準２級対策演習１ 

2. 仏検準２級対策演習２、２級対策演習１ 

3. 仏検準２級対策演習３、２級対策演習２ 

4. 仏検準２級対策演習４、２級対策演習３ 

5. 仏検準２級対策演習５、２級対策演習４ 

6. 模擬テスト 

7. 仏検準２級対策演習６、２級対策演習５ 

8. 仏検準２級対策演習７、２級対策演習６ 

9. 仏検準２級対策演習８、２級対策演習７ 

10. 仏検準２級対策演習９、２級対策演習８ 

11. ２級対策演習９ 

12. ２級対策演習１０ 

13. ２級対策演習１１ 

14. 筆記テストおよび仏検２級対策演習１２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する課題にとりくみ、文法の復習をおこなう。また、書き取りと二次試験の面接問題にそなえて、表現演習（コミュニ

カシオン）を並行履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/仏検の成績(20%)/最終テスト(Final Test)(20%)/模擬テスト(20%)/口頭試問(20%) 

授業参加度は、授業態度、課題への取り組み、小テストの結果を総合して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2019、『仏検公式ガイドブック 傾向と対策+実施問題 ２０１８年度版』、フランス語教育振興協会 

仏検２級、準２級の練習問題や過去問題を配付するが、受験級の仏検公式ガイドブックを手元におく。１年時使用の文法教科書

および辞書を持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

単語集を早目に手に入れて、夏休みから覚え始めるとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休み中に、仏検３級の復習をしておくこと。 

 



 - 1440 - 

注意事項（Notice） 
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■AS203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS203／フランス語表現演習３ 

(French Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 1 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話力と聴解を高め、語彙を増やし、フランス風の研究発表の方法を習得すること。  

 

Students will improve their speaking and listening skills while increasing their vocabularies. Students will also learn how to 

present their researches in French way.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週違う主題を取り扱う｡ 

学生は自分の経験を語る訓練や聴解の練習および聞き取りをする。 

また、各学生によるフランス語での発表も実施する。（テーマは教師とともに決定する） 

時おり短いビデオを視聴しコメントを加える。  

 

Each week students will immerse themselves in different subjects. 

Students will practice narrating their experiences, listening, and comprehending others. 

In addition, each student will make presentation in French. (Students will decide the subjects with their professor.) 

Occasionally students will watch short videos and comment on them.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介・発表方法の説明、第一テーマ「フランスの国土と地方」 

資料１・聞き取り・追加テーマ１ 

2. 資料２・聞き取り・追加テーマ２ 

3. 資料３・聞き取り・追加テーマ３ 

4. 資料４・聞き取り・追加テーマ４ 

5. 第二テーマ「フランスの季節と暮らし」・資料５・聞き取り・追加テーマ５ 

6. 資料６・聞き取り・追加テーマ６ 

7. 発表１・資料７・聞き取り・追加テーマ７ 

8. 発表２・資料 8・聞き取り・追加テーマ８ 

9. 発表３・第三テーマ「フランスの小中等教育」・資料 9・聞き取り・追加テーマ９ 

10. 発表４・資料 10・聞き取り・追加テーマ 10 

11. 発表５・資料 11・聞き取り・追加テーマ 11 

12. 発表６・資料 12・聞き取り・追加テーマ 12 

13. 発表７・資料 13・聞き取り・追加テーマ 13 

14. 聞き取り・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. AZRA, Jean-Luc. 2012. Les Japonais sont-ils différents ?. Connaissances et Savoirs (ISBN:978-2753902015) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS204／フランス語表現演習４ 

(French Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 2 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の理解力と会話力を高めていくための授業です。 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えます。 

 

The goal of this class is to improve students’ comprehension and conversational skills in French. 

Students will also accumulate knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースなどの映像資料を見た後、フランス語でその内容を口頭で要約し、その話題について感想や意見を述べる練習をしま

す。 

 

Students will watch video materials such as news and summarize orally their contents in French. Students will practice 

narrating their impressions and opinions about these subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 映像資料１ 

3. 要約・説明 

4. 感想・意見 

5. 映像資料２ 

6. 要約・説明 

7. 感想・意見 

8. 映像資料３ 

9. 要約・説明 

10. 感想・意見 

11. 映像資料４ 

12. 要約・説明 

13. 感想・意見 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習をして、次回の授業に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS208／フランス語表現演習８ 

(French Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 2 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'orale en français 

 

This lesson focuses on developing French writing and speaking skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

Students will work in teams to present cohesive arguments, through written and spoken assignments. Students will learn to 

interpret a document (short stories, visual texts), to raise arguments in a coherent and structured way (introduction, main body 

based on examples, conclusion and expression of opinion) and they will then deliver an oral presentation in front of the class.  

Each oral presentation will be followed by a group discussion. At the end of the term, students will have the opportunity to 

prepare and present a text of their choice. 

The teacher will choose and distribute, in the classroom, the assignments of the first twelve lessons.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

5. Test 

6. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

10. Test 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

12. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

13. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

l'assiduité et la participation(50%)/des tests et des devoirs(50%) 
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L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Les documents seront distribués en classe par le professeur. Après chaque séance, les corrigés des exercices et la correction 

écrite des productions des élèves leur seront envoyé. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS209／フランス文学・文化演習１ 

(Seminars in French Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 1 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス古典喜劇作家モリエールの作品を精読し、17 世紀の劇作品を知ると同時に、劇作家が浮き彫りにした時代背景を理解す

る。また、我々が生きている現代との相違点を常に意識し、考察する能力を養う。 

 

Students will carefully read the works of classic French comedy playwright Molière. They will familiarize themselves with the 

17th century theatre plays and their historical background, as depicted by the playwrights. In addition, students will apprehend 

and analyze the differences between those times and the present. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モリエール『町人貴族』を精読する。 

随時資料映像を紹介するので、読むだけでなく、視覚的側面から、モリエール作品を体感していく。『町人貴族』執筆・上演時のフ

ランスの社会を感じながら、作品を理解する。 

授業は受講者に訳してもらいながら進めていくので、予習を怠らないこと。 

 

Students will carefully read Le Bourgeois gentilhomme by Molière. 

Video materials will be shown to students from time to time, so they would be able to enjoy visual experience of Molière’s 

works. Students would thus understand Le Bourgeois gentilhomme while comprehending the French society at the time when 

the play was written and performed. 

During the class, students will have to translate some excerpts from the play, so advance preparation is essential. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：喜劇の定義、モリエールの生涯、『町人貴族』執筆・上演時の時代背景 

2. テクスト精読（１） 

3. テクスト精読（２） 

4. テクスト精読（３） 

5. テクスト精読（４） 

6. テクスト精読（５） 

7. テクスト精読（６） 

映像（１） 

8. テクスト精読（７） 

9. テクスト精読（８） 

10. テクスト精読（９） 

11. テクスト精読（１０） 

12. テクスト精読（１１） 

13. テクスト精読（１２） 

映像（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で進むであろう範囲の予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度および出席(30%)/授業参加（訳読発表・リアクションペーパー含む）(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Molière. 2018.  Le Bourgeois gentilhomme . Hachette (ISBN:9782013949750) 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS210／フランス文学・文化演習２ 

(Seminars in French Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 2 

担当者名 

（Instructor） 
海老根 龍介(EBINE RYUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩の原文講読を行いながら、フランス語読解力の向上を目指す。初級文法の確認と中級文法の学習を同時に行いながら、文学

作品を読む上で必要な語彙・表現を増やしていく。あわせてフランス詩法の基礎と、19 世紀フランス詩史の概略を理解する。 

 

Students will improve their French reading and comprehending skills by reading poems in original language. Students will learn 

intermediate grammars while checking beginner grammars. At the same time, students will increase essential vocabularies and 

expressions to allow them to read literature works. Combined, students will learn basics of French poetic principles and 

summary of 19th century French poem history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀初頭のロマン主義から、世紀末の象徴主義までの代表的な詩篇を、原文で読んでいく。演習の授業なので、受講者にあ

てて答えてもらう形で進めていくが、担当者をあらかじめ決めておくことはしない。全員がテクストのフランス語を事前に読み、考え

てくることが、最低限の前提となる。最初に教員がその日に扱う詩が書かれた背景や、作者の概要について 10 分程度で簡単に

説明し、そのあと、ランダムにあてる形で、重要な語彙・表現・文法事項ならびに詩法を確認しながら、全員で和訳を作成し、作品

全体の分析を行う。 

 

Students will read iconic poems in original language of periods from romanticism in early 19th century to symbolism of the end 

of the century. The class will be in seminar format. Students will be selected during the class to answer questions. Students will 

not be pre-selected for tasks. At the minimum, everyone must read and think about the French texts before class. First, 

professor will use about 10 minutes to explain author summary and backgrounds of poems to be studied that day. After that, 

professor will select students randomly to test for important vocabulary, expression, and grammar. Everyone will then translate 

the texts into Japanese and analyze the overall works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ： フランス詩法の基礎 

2. ロマン主義の詩（１） ： ラマルチーヌその１  

3. ロマン主義の詩（２） ： ラマルチーヌ その２ 

4. ロマン主義の詩（３） ： ユゴー その１ 

5. ロマン主義の詩（４） ： ユゴー その２ 

6. ロマン主義の詩（５） ： ネルヴァル 

7. 象徴主義の詩（１） ： ボードレール その１ 

8. 象徴主義の詩（２） ： ボードレール その２ 

9. 象徴主義の詩（３） ： ヴェルレーヌ その１ 

10. 象徴主義の詩（４） ： ヴェルレーヌ その２ 

11. 象徴主義の詩（５） ： ランボー 

12. 象徴主義の詩（６） ： マラルメ その１ 

13. 象徴主義の詩（７） ： マラルメ その２ 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日あつかう詩については、単語・表現はすべて調べて答えられるようにしておくこと。文法事項や詩法は、慣れないと難しいこ

ともあるが、少なくともできる限り調べ、何が分からなかったかを明確にしてから出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/和訳・語彙・文法事項・詩法についての発表(30%)/分析に関する議論への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する 
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参考文献（Readings） 

1. 安藤元雄、1996、『フランス詩の散歩道（新版）』、白水社 

2. 窪田般彌、1996、『ミラボー橋の下をセーヌが流れ ー フランス詩への招待（新版）』、白水社 

3. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき ー 読んで聞く詞華集』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS211／フランス文学・文化演習３ 

(Seminars in French Literature and Culture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー1 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀フランス哲学について考察する。これまで学んだ文法事項や表現を確認しながら、総合的に語学力を強化する。 

 

Students will analyze 20th century French philosophy. Students will improve their overall linguistic skills while checking 

grammars and expressions they have learnt so far. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀フランス哲学者ジル・ドゥルーズへのインタビュー書き起こしである「哲学について」（『記号と事件』所収）を精読すること

で、読解力を向上させる。また、インタビュー動画（『アベセデール』）を観ながら、受講生同士で話し合う機会を設け、「哲学者によ

る哲学」についての理解を深める。 

 

Students will improve their reading and comprehending skills by reading carefully 20th century French philosopher Gilles 

Deleuze’s interview transcription « Sur la philosophie » (Pourparlers). In addition, students will deepen their understanding of 

philosophy by philosopher by watching interview video L’Abécédaire and having opportunity to converse with their classmates.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解（１） 

3. 読解（２） 

4. 読解（３） 

5. ディスカッション（１） 

6. 読解（４） 

7. 読解（５） 

8. 読解（６） 

9. ディスカッション（２） 

10. 読解（７） 

11. 読解（８） 

12. 読解（９） 

13. ディスカッション（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではランダムにあて、訳読を行ってもらうので、必ず予習してくること。授業で触れた作品を中心に、できる限り多くのものを

読んだり、観たりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジル・ドゥルーズ／宮林寛訳、2007、『記号と事件』、河出文庫 (ISBN:978-4309462882) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS212／フランス文学・文化演習４ 

(Seminars in French Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー2 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で近年に書かれた論説文やニュースを読み、語彙の拡充にも目を配りながら、総合的な読解力の向上をはかってい

く。文法知識を実際に応用することで自分のものとし、この種のテキストを興味に応じて情報や考察の材料とするための足がかり

としてほしい。 

 

Students will read French essays and news written in recent years. Students will expand their vocabulary while improving their 

overall reading and comprehending skills. Their grammatical knowledge, enhanced through reading practice, may help them when 

they try to read similar texts for their own information or analysis according to their interests. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの文化や社会に関する新聞・雑誌記事を読んでいく。2019 年度に取り上げる可能性が高い分野は、食文化、ジェンダ

ー、異文化。授業の際には仏和辞書（および必要に応じて文法の教科書など）を持ってきて、随時参照すること。 

 

Students will read news and magazine articles about French culture and society. Areas such as culinary culture, gender, and 

cross-culture are most likely to be used in class in the academic year 2019. Students should carry a French-Japanese 

dictionary (and a grammar textbook if necessary) to class and use them for reference. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講読 1 

3. 講読 2 

4. 講読 3 

5. 講読 4 

6. 講読 5 

7. 講読 6 

8. 講読 7 

9. 講読 8 

10. 講読 9 

11. 講読 10 

12. 講読 11 

13. 講読 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回、および読みかけのプリントが終わりかけた時点で、次のプリントを配布しますので、あらかじめ辞書で単語を調べ、できる範

囲で読解に努めてください（語義が多岐にわたる単語には特に注意）。予習にあたっては毎回 1.5〜2.5 ページをおおよその基準

としてください（欠席した場合もそれを目安に予習してください）。予習時にわからなかった部分については、どのようなレベルでわ

からなかったのかを自己分析しておき、それを発展的に解消するような心がまえで授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率および準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

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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■AS214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS214／フランス文学・文化演習６ 

(Seminars in French Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
岡見 さえ(OKAMI SAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化、社会に関する幅広い時事問題を扱ったテキストをフランス語で読み，時事フランス語の読解力を身に着ける。 

また，その内容から，現代フランスの諸問題に触れる。 

 

Students will read texts describing wide variety of current cultural and social issues in French to acquire reading and 

comprehension skills in modern French. 

In addition, through these contents, students will be introduced to various issues in modern France. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書を使って、文化、社会の最新の時事問題を扱うテキストの日本語訳を行うとともに、読解を行う上で重要な文法事項の確

認を行う。その後、教師が用意する雑誌・新聞・インターネットのサイト等の短い記事の講読に進む。記事の内容は，芸術・文化, 

政治, 経済, 社会などを扱う。授業は講読形式で行う。 

 

Students will use textbooks to translate texts describing the latest cultural and social issues from French into Japanese. 

Students will check for important grammars while reading and comprehending these texts. After that, students will continue 

reading short articles from magazines, news, and internet prepared by professor. These articles will focus on art, culture, 

politics, economy, and society. Classes will consist of readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 教育：制服への回帰？ 

2. 第２課 教育：バカロレア改革と大学入試改革 

3. 第３課 スポーツ：2024 年、パリ五輪に向けて 

4. 第４課 経済：フランスはスタートアップの国？ 

5. 第５課 社会：移民とフランスの文化 

6. 第６課 環境：パリは緑の都？ 

7. 第７課 舞台芸術：国立パリ・オペラ座バレエ団 

8. 第８課 ファッション：ファッションとメセナの伝統 

9. 第９課 国際：2050 年、フランス語の話者７億人？ 

10. 第１０課 思想：AIそれとも CI ? 

11. 第１１課 文学：文学大国・フランス 

12. 第１２課 政治：2017 年、前例のない大統領選挙 

13. 関連テキスト読解 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で訳すテキストを予習し,授業で指名されたときには必ず訳や文の構造に関する質問に答えられるようにしておくこと。 

最新の時事問題を扱うため,辞書にない単語が記事の中で用いられている場合がある。その場合は、インターネットを活用して調

べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内の活動(60%) 

「授業内の活動」は、授業に積極的に参加し、教師の質問に的確に答えることを基準とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡見さえ、ミカエル・デプレ、2019、『12テーマでわかるフランス事情』、白水社 (ISBN:ISBN978-4-560-06133-6) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には辞書を持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS215／フランス文学・文化演習７ 

(Seminars in French Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化をめぐるテクストをフランス語で講読して、考え、理解し、日本語に翻訳する能力を習得する。関連する文献を講読して、

映像文化に関する知識を深める。 

 

Students will read, think, and understand texts describing film culture in French and acquire ability to translate them into 

Japanese. Students will read relevant literatures to deepen their knowledge of film culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョルジュ・ディディ＝ユベルマンの写真物語『皮(Écorces)』(Minuit, 2011)を講読する。これは、著者がアウシュビッツ＝ビルケナ

ウを訪れたときの写真、そしてその場所をめぐる言葉で構成された小著である。ディディ=ユベルマンは、世界的に知られるイメー

ジ論の思想家であり、絵画、映画、写真･･･といったイメージ全般について、縦横無尽に論じている。深みと広がりを備えた彼の文

章を読み、イメージについて考えながら、その文章をいかにして日本語に翻訳するのかを考える。教室では、ランダムに指名し

て、音読した上で訳文を発表していただく。その後で、担当教員が翻訳しながら解説を行う。 

 

Students will read Georges Didi-Huberman’s photo story Écorces (Minuit, 2011). The author took these pictures when visiting 

Auschwitz Birkenau and composed the work with words describing the place. Didi-Huberman is well known globally as intellect 

of image theory, covering all images from painting to film, photo, etc. Students will reflect on these images by reading his deep 

and broad essays. Students will think about how to translate these essays into Japanese. During the class, students will be 

randomly selected to read aloud and translate these texts. After that, professor will provide translation and explanation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の説明とジョルジュ・ディディ=ユベルマンの紹介。 

2. ディディ=ユベルマンのアウシュビッツ＝ビルケナウ論の紹介。 

3. 講読 

4. 講読 

5. 講読 

6. 講読 

7. 講読 

8. 講読 

9. 講読 

10. 講読 

11. 講読 

12. 講読 

13. 講読 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読するテクストを、自分で日本語に翻訳してください。また、授業中に紹介する参考文献を、自分でも読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業での発表と出席(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Georges Didi-huberman. 2011. Écorces. Minuit (ISBN:9782707322203) 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ディディ=ユベルマン、2006、『イメージ、それでもなお』、平凡社 (ISBN:4582702627) 
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上記以外の参考文献は、教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS216／フランス文学・文化演習８ 

(Seminars in French Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文学作品を、映像化された作品と原文を通じて考察する。これにより、今まで学習した文法や語彙に関する知識を整理

し語学力の向上を目指す。 

 

Students will analyze French literatures through original essays and works reproduced in films. Through these, students will 

organize grammar and vocabulary knowledge they have learnt so far and improve their linguistic skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギィ・ド・モーパッサンの『女の一生』からいくつかの場面を選び、原文を訳しながら精読する。指定された生徒は訳や文の構造に

関する質問に答えられるようにしておくこと。また、フランス語の原文だけでなく映画化された作品（2017）を鑑賞することで、作品

の内容をより理解できるように取り組み、フランス語学習へとつなげる。 

 

Several scenes from Guy de Maupassant’s Une Vie will be selected. Students will read carefully and translate the original texts. 

Selected students will have to answer questions about translation and sentence structure. In addition to original texts in 

French, students will also watch works reproduced in films (2017) to improve their understanding about these works and learn 

French. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認、モーパッサンについての導入 

2. 映画鑑賞と解説（1） 

3. 映画鑑賞と解説（2） 

4. テクスト精読（1） 

5. テクスト精読（2） 

6. テクスト精読（3） 

7. テクスト精読（4） 

8. テクスト精読（5） 

9. テクスト精読（6） 

10. テクスト精読（7） 

11. テクスト精読（8） 

12. テクスト精読（9） 

13. テクスト精読（10） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う部分については、辞書を用いて事前に自分なりの訳文をつくっておくこと。授業で扱わない部分についても日本語の既

訳を各自で読み、作品全体を把握する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度・提出物(60%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

抜粋のコピーを配布するが、各自で原書や参考文献を購入することが好ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. モーパッサン著／永田千奈訳、2013、『女の一生』、光文社（光文社古典新訳文庫） (ISBN:978-4102014011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS225／フランス語表現演習５ 

(French Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 3 

担当者名 

（Instructor） 
コンルール，Ｇ(CONREUR,GEORGES) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Cours de communication en langue française. 

 

French language communication class 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mise en pratique de situations de la vie quotidienne, par l'étude de textes courts et de jeux de rôles. 

 

Applying situations of everyday life, by studying short stories and through role plays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Demander des articles, des produits. 

2. Mise en pratique. Parler des quantités. 

3. Fin et mise en pratique. 

4. Passer une commande. 

5. Mise en pratique. Réserver. 

6. Réserver, suite et fin. 

7. Révisions générales avec jeux de rôles. 

8. Parler d'argent. 

9. Mise en pratique. Échanger ou se faire rembourser. 

10. Fin et mise en pratique. 

11. Comparer. 

12. Mise en pratique. 

13. Bilan. 

14. Test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pour chaque leçon, il y a de petits exercices de compréhension écrite et orale et quelques fois des préparations de jeux de 

rôles. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Devoir demandé 授業内に指示した提出物(30%)/Participation aux activités orales 授業への参加度(35%)/Test final 最終テスト

(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Photocopies distribuées en classe. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストをに沿って演習形式で行い、理解を深めるために必要に応じてロールプレイングなどを行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS226／フランス語表現演習６ 

(French Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 4 

担当者名 

（Instructor） 
コンルール，Ｇ(CONREUR,GEORGES) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Cours de communication en langue française. 

 

French language communication class 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mise en pratique de situations de la vie quotidienne, par l'étude de textes courts et de jeux de rôles. 

 

Applying situations of everyday life, by studying short stories and through role plays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Localiser. 

2. Activités et mise en pratique. 

3. Parler des lieux. 

4. Activités et mise en pratique. 

5. Prendre ou résilier un contrat. 

6. Activités et mise en pratique. 

7. Révisions générales avec jeux de rôles. 

8. Expliquer un vol, un accident. 

9. Activités et mise en pratique. 

10. Téléphoner. 

11. Prendre, modifier, annuler un rendez-vous. 

12. Activités et mise en pratique. 

13. Bilan. 

14. Test final. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pour chaque leçon, il y a de petits exercices de compréhension orale et écrite et quelques fois des préparations de jeux de 

rôles. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Devoir demandé 授業内に指示した提出物(30%)/Participation aux activités orales 授業への参加度(35%)/Test final 最終テスト

(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Photocopies distribuées en classe. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストをに沿って演習形式で行い、理解を深めるために必要に応じてロールプレイングなどを行う予定である。   

 

注意事項（Notice） 
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■AS227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS227／フランス語表現演習７ 

(French Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 1 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文章力向上を図る授業です。作文練習を通じて、フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えま

す。 

 

The goal of this class is to improve students’ writing skills in French. By composing essays, students will also accumulate 

knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する資料に基づいて、様々なテーマについて作文の練習をします。テーマは最初

のオリエンテーションの時に履修者と相談の上決定します。 

 

Students will use materials about culture, history, and current issues in French speaking areas to write essays on various 

subjects. These subjects will be decided after discussion with students during the initial orientation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 作文１（提出） 

3. 作文１（コメント） 

4. 作文２（提出） 

5. 作文２（コメント） 

6. 作文３（提出） 

7. 作文３（コメント） 

8. 作文４（提出） 

9. 作文４（コメント） 

10. 作文５（提出） 

11. 作文５（コメント） 

12. 作文６（提出） 

13. 作文６（コメント） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題を準備します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS229／フランス語表現演習９ 

(French Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 1 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'oral en français 

 

This class focuses on developing French writing and speaking skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

Students will work in teams to present cohesive arguments, through written and spoken assignments. Students will learn to 

interpret a document (short stories, visual texts), to raise arguments in a coherent and structured way (introduction, main body 

based on examples, conclusion and expression of opinion) and they will then deliver an oral presentation in front of the class.  

Each oral presentation will be followed by a group discussion. At the end of the term, students will have the opportunity to 

prepare and present a text of their choice. 

The teacher will choose and distribute, in the classroom, the assignments of the first twelve lessons.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

5. Test 

6. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

10. Test 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

12. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

13. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire en relation avec le contenu des documents. 

Présentation orale. Discussion 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

assiduité et la participation(50%)/des tests et des devoirs(50%) 
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L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Les documents seront distribués en classe par le professeur. 

 

参考文献（Readings） 

 Après chaque séance, les corrigés des exercices et la correction écrite des productions des élèves leur seront envoyés. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS230／フランス語表現演習１０ 

(French Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 2 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話をしながら、語彙やコミュニケーションパターンを増やすこと。聴解を改善させること。研究発表の仕方の基礎を身に着けるこ

と。   

 

Students will communicate in French and increase their vocabularies and communication patterns. Students will improve their 

listening and comprehending skills. Students will learn basics of research presentation.   

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業は以下の４つの段階で行われる。 

１．教師の質疑にクラスの前で応答（会話の練習）する（例えば、「最近、何をしましたか」「最近読んでいるものは何ですか」「最近

見た映画を紹介してください」など） 

２．学生による発表（テーマは教師とともに決定する） 

３．練習（特に聞き取りや聴解） 

４．教師によるプリントのコメントとフランス語圏の国々の社会の説明 

 

Each class will be divided into the following 4 stages. 

1. Students will answer professor’s question in front of the class (conversational practice) (for example: What have you done 

recently? What did you read recently? What films did you watch recently?) 

2. Presentations by students (subjects will be decided together with professor) 

3. Practice (particularly listening and comprehending) 

4. Professor will provide comments for printed materials and explain about societies in various French speaking countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介・発表方法の説明、第一テーマ「フランスの高等教育」 

資料１・聞き取り・追加テーマ１ 

2. 資料２・聞き取り・追加テーマ２ 

3. 資料３・聞き取り・追加テーマ３ 

4. 資料４・聞き取り・追加テーマ４ 

5. 第二テーマ「フランスで食べる」・資料５・聞き取り・追加テーマ５ 

6. 資料６・聞き取り・追加テーマ６ 

7. 発表１・資料７・聞き取り・追加テーマ７ 

8. 発表２・資料 8・聞き取り・追加テーマ８ 

9. 発表３・第三テーマ「フランスの政治」・資料 9・聞き取り・追加テーマ９ 

10. 発表４・資料 10・聞き取り・追加テーマ 10 

11. 発表５・資料 11・聞き取り・追加テーマ 11 

12. 発表６・資料 12・聞き取り・追加テーマ 12 

13. 発表７・資料 13・聞き取り・追加テーマ 13 

14. 聞き取り・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 
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テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. AZRA, Jean-Luc. 2012. Les Japonais sont-ils différents ?. Connaissances et Savoirs (ISBN:978-2753902015) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS302／文学講義 ２０２ 

(Lectures on Literature 202) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス思想 

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） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンテーニュ『エセー』の第三巻第九章を読み、「旅」について考える。 

 

Students will read Montaigne’s Essais volume 3 chapter 9 and reflect on “voyage”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテーニュはフランス・ルネサンスを代表する 16 世紀の作家で、膨大な随筆において「人間とは何か」という深い洞察を行って

いる。本講義では戦乱に満ちた時代背景に触れつつ、『エセー』を詳細に読解する。ヨーロッパ各地を旅行したモンテーニュは旅

行記も残しているのだが、彼の足跡を辿りつつ、彼の外国観や文明観がどのようなものだったかを考える。学生は、毎回指定の

箇所を事前に読み、レジュメや意見提示が行えるようにしておくこと。 

 

Montaigne is one of the most significant authors of 16th century French renaissance. He conducted deep ruminations such as 

“What is human?” through vast casual anecdotes. In this class, students will read Essais in detail, while learning about the 

wartime turbulent era. Montaigne has travelled extensively in Europe and has left travel journals. Students will follow his 

footsteps and understand his views on foreign countries and cultures. Students will read specified parts before class and should 

be able to provide their resumes and opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス文学概説 

2. 16 世紀ルネサンスとモンテーニュ 

3. 時代背景（内乱、宗教戦争、ルネサンスの城など） 

4. 『旅行記』とモンテーニュの旅路 

5. 『エセー』読解１ 

6. 『エセー』読解２ 

7. 『エセー』読解３ 

8. 『エセー』読解４ 

9. 『エセー』読解５ 

10. 『エセー』読解６ 

11. 『エセー』読解７ 

12. 『エセー』読解８ 

13. 旅と人間と文明 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定された箇所を読んでくること。毎回リアクションペーパーを課す予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、授業への積極的参加(発言等）(30%)/課題やリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モンテーニュ、1967、『エセー 五』（原二郎訳）』、岩波文庫 (ISBN:4003250958) 

上記テキストは毎回持参のこと 

 

参考文献（Readings） 

1. モンテーニュ、2005-2014、『エセー 1~7』（宮下志朗訳）』、白水社 

2. コンパニョン、2014、『寝るまえ 5 分のモンテーニュ 「エセー」入門』、白水社 (ISBN:4560025819) 

3. 大久保康明、2007、『モンテーニュ Century Books 人と思想』、清水書院 (ISBN:4389411691) 

4. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AS304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS304／文学講義 ２０４ 

(Lectures on Literature 204) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近代社会 

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） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスを中心としたヨーロッパ近代社会、とりわけ 18 世紀の社会を、「異常者たち」という視点から考えていきます。 

 

Students will think about modern European society, particularly France and 18th century society, from perspective of outsiders. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いつの時代も社会は「異常者たち」を生みだし、彼ら彼女らに特定の役割を与えます（現代の日本社会がそうであるように）。ここ

では、フランス近代社会における「異常者たち」、とりわけ「宦官」と「カストラート」といった去勢者の形象に注目することで、この問

題について考えてみます。「宦官」と「カストラート」は、この時代の文学者、哲学者、法学者、画家たちによって頻繁に扱われ、描

かれました。精神分析学や LGBT や「医学」といった現代的視点からだけではなく、（18 世紀的）オリエンタリズムや「スターの誕

生」（カストラートの何人かは世界的大スターでした）、舞台芸術史（オペラ）、宗教、政治といった観点からもこの問題について考

えます。扱うテキストについては以下を参照。 

 

Regardless of era, there will always be outsiders and society will give them specific roles (as in Japanese society in modern 

time). Students will study outsiders in modern French society and think about this issue by focusing on castrated population 

such as eunuch and castrato. Modern-time literature scholars, philosophers, jurists, and painters have frequently used eunuch 

and castrato as subjects. Students will look at this issue from modern perspectives of psychoanalysis, LGBT, and medicine. In 

addition to that, students will also approach it from (18th century) orientalism, birth of star (several of castrato were global 

stars), history of stage arts (opera), religion, and politics. Refer to the following for textbooks used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 － 問題の所在  

2. 18 世紀のヨーロッパ、フランスについて 

3. 18 世紀フランスにおける「宦官」と「カストラート」：その概観 

4. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（１） 

5. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（２） 

6. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（３） 

7. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（４） 

8. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（５） 

9. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（６） 

10. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（７） 

11. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（８） 

12. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（９） 

13. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（１０） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前もって配布、もしくは指示した資料を読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(50%)/コメント等提出物(30%)/最終テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては初回授業で指示。モンテスキュー、ヴォルテール、ルソー、ディドロ、ビュフォン、シャルダンといった作家、思

想家の作品の抜粋を読む予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については初回授業で指示。無数にあるが、授業に関連するもののみを示す。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard でさまざまな連絡をするので、頻繁にチェックすること。秋学期の全カリ月曜 5 限「文学への扉（文学への招待）」（淵

田仁先生担当）とあわせて受講することがのぞましい。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AS306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS306／文学講義 ２０６ 

(Lectures on Literature 206) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 2 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の読解，および舞台芸術，映像を通して，フランス 19世紀の文化と社会を考察する。 

 

Students will analyze 19th century culture and society in France by studying literatures, stage arts, and videos. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの 19 世紀を理解する上で特に重要なのは，近代市民社会の誕生を画す 1789 年のフランス大革命と，ほぼ同時期にイ

ギリスから始まり，本格的な消費社会をヨーロッパ全体にもたらした産業革命です。政治と経済にまたがるこの二つの「革命」が，

仏 19 世紀という動乱の時代を動かす原動力になっています。この授業では，文学作品の読解はもちろんのこと，この時代のブル

ジョワジーのサブ・カルチャーであったオペラやバレー等の舞台芸術を参照しながら，大革命以後のフランス社会について考察し

ていきます。授業期間中にこちらが指定した文学作品を何作か課題として読んでもらうことになるので，小説を読むのが苦手な人

は受講を控えるように。また毎回授業の最後にコメント・カードを提出してもらうが、授業の内容をまったく理解していない場合は，

欠席扱いとするので注意すること。なお、以下の授業計画はあくまでひとつの目安にすぎない。 

 

To understand 19th century France, it is critical to know 1789 French Revolution, which resulted in birth of modern civil society, 

and industrial revolution which brought consumer society across all Europe at about the same period, starting from England. 

These two revolutions riding on bandwagon of politics and economy were the powerhouse driving the turbulent 19th century in 

France. In this class, other than reading literatures, students will also analyze French society after the revolution by referring to 

bourgeoisie sub culture in this era, notably stage arts such as opera and ballet. During this class, students will read several 

selected literatures as their assignments. Those who shun fictions should refrain from taking this class. In addition, students will 

submit comment cards at the end of each class. Be aware that students will be considered absent if they fail to understand 

lesson contents. The following class planning is an approximate outline. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 理性結婚 

3. 姦通小説 

4. 情熱と制度 

5. 宗教と恋愛 

6. ロマンチック・ラブの誕生 

7. 高級娼婦 

8. 階級と恋愛 

9. 結核のロマン化 

10. 女子教育 

11. 第三の性 

12. マドンナからファム・ファタルへ 

13. エキゾチスム 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ひたすら本を読み、可能な限り絵画の展覧会に行き、オペラやバレエなどの舞台芸術を観に行くこと。身も心もどっぷりと十九世

紀フランスにつかるつもりで受講してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

授業で言及した文学作品についての小レポートを課す場合もある。 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時にプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、1999、『職業別パリ風俗』、白水社 

毎回、多くの作品（おもに小説）を授業中に紹介する。そのうち何冊かを必ず読んでもらい、授業内レポートとして提出してもらう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AS307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS307／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
廣松 勲(HIROMATSU ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、世界に広がるフランス語圏（フランコフォニー）の文学を検討対象として、フランス共和国以外の地域において

「フランス語で書かれた作品」が、どのような社会文化的背景の下で、どのような問題意識に基づいて制作されてきたのかを理解

することにある。とりわけ、「アメリカ大陸」のフランス語圏、つまり「カリブ海域諸島のフランス海外県」と「カナダ・ケベック州」に注

目しながら、当該地域の社会状況の検討に基づいた「社会学的なテクスト分析」を行う。 

 

 The goal of this class is to focus on literatures of French speaking areas expanding in the world (Francophonie). Furthermore, 

students will aim to understand the social, cultural contexts, and problem awareness in which these foreign-territory French 

works were authored. Specifically, students will focus on Francophonie in American continent, i.e. overseas French territory in 

Caribbean and Quebec Canada. Students will analyze social conditions of these regions and analyze sociological texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的に「講義形式」にて授業を進める。まず始めに、「フランス語圏（フランコフォニー）」の成立史を検討した上で、「フランス語

圏文学研究」が抱える問題を検討する。その上で、アメリカ大陸のフランス語圏（カリブ海域諸島とカナダ・ケベック州）について、

地域研究的な視点から検討した上で、何人かの代表的な作家についてテクスト分析を加える。 

 

 In general, this class will proceed in lecture format. First, students will analyze history of Francophonie establishment and then 

analyze issues surrounding literature research in Francophonie regions. Furthermore, students will conduct analysis from 

perspective of regional research on Francophonie in American continent (Caribbean and Quebec Canada). Students will analyze 

texts of several iconic authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？①：フランコフォニーの成立と「OIF」の役割 

2. フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？②：なぜフランス語圏は世界に拡がったのか？ 

3. フランス語圏（フランコフォニー）と文学研究：どのようにフランス語圏文学を分析するか？ 

4. カリブ海域のフランス語圏①：カリブ海域の歴史・社会・文化 

5. カリブ海域のフランス語圏②：カリブ海域における言語とアイデンティティ 

6. カリブ海域のフランス語圏③：エメ・セゼールと「帰郷の物語」 

7. カリブ海域のフランス語圏④：エドゥアール・グリッサンと「空間の物語」 

8. カリブ海域のフランス語圏⑤：パトリック・シャモワゾーと「語り部の物語」 

9. カナダ・ケベック州のフランス語圏①：ケベック州の歴史・社会・文化 

10. カナダ・ケベック州のフランス語圏②：ケベック州の文化思想 

11. カナダ・ケベック州のフランス語圏③：ジャック・ゴドブーと「ケベック文学の誕生」 

12. カナダ・ケベック州のフランス語圏④：エミール・オリヴィエと「亡命の物語」 

13. カナダ・ケベック州のフランス語圏⑤：ダニー・ラフェリエールと「移住者のアイデンティティ」 

14. 総括：フランス語圏文学の共通点と相違点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本授業で言及されるフランス語圏地域については、出来るだけ自分自身でも情報を収集するように心掛けてください。また、レ

ポートの分析対象は授業で言及される地域（アメリカ大陸のフランス語圏）以外の作家・作品も認めます。そのため、日頃から出

来るだけ広い範囲のフランス語圏（文学に限らず）に関して情報を収集するように心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

期末レポートと平常点によって評価する。ただし、欠席回数が 3 回以上を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは特に指定しません。授業ごとに資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野千香子、2002、『フランス植民地主義の歴史』、人文書院 (ISBN:978-4409510490) 

2. 鳥羽美鈴、2012、『多様性のなかのフランス語』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4862831019) 

3. 中村隆之、2012、『フランス語圏カリブ海文学小史：ネグリチュードからクレオール性まで』、風響社 (ISBN:978-4894897557) 

4. 小畑精和、2003、『ケベック文学研究：フランス系カナダ文学の変容』、御茶の水書房 (ISBN:978-4275019608) 

5. 国本伊代 編著、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 (ISBN:978-4750345345) 

6. 小畑精和・竹中豊 編著、2009、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN:978-4750329512) 

その他の関連書籍等については授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

  



 - 1474 - 

■AS308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS308／文学講義 ２０８ 

(Lectures on Literature 208) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス哲学 

担当者名 

（Instructor） 
井田 尚(IDA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１８世紀初頭から革命期までのフランス啓蒙思想の展開とその影響を、代表的な作家・思想家のテキストを読みながら振り返る。 

 

Students will study development and impact of France enlightenment thinking from the early 18th century up to the revolution 

by reading texts from iconic authors and thinkers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書では啓蒙思想とひとくくりにされることが多いが、合理主義的なものの考え方という共通点こそあれ、作家・思想家によって

理論的主張や表現のスタイルは当然異なる。この授業では、啓蒙思想の先駆者とされるフォントネルから啓蒙主義を牽引したデ

ィドロ、ヴォルテール、反啓蒙の異端児ルソー、過激な唯物論者・無神論者のドルバック、エルヴェシウス、さらには彼らフィロゾフ

の影響を受けた小説家サドらを取り上げ、啓蒙思想の共通課題と多面性を学ぶ。 

 

Although textbooks frequently group enlightenment thinking and rationalism together, but similarities between these two are 

exactly their differences, as different authors and thinkers will of course have different theoretical allegations and expression 

styles. In this class, students will learn about common themes and multifacetedness found in enlightenment thinking. Students 

will be introduced to the pioneer of enlightenment thinking Fontenelle, the leaders of enlightenment doctrine Diderot and 

Voltaire, the anti-enlightenment maverick Rousseau, the radical atheists d'Holbach and Helvétius, and the novelist influenced by 

these philosophies Sade. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（啓蒙思想と十八世紀のフランス社会） 

2. フォントネル『アジャオ人物語』：啓蒙思想とユートピア小説 

3. モンテスキュー『法の精神』：法律が生まれる自然的・社会的原因とは 

4. ディドロ『百科全書』：あらゆる人間知識の体系的記述という夢 

5. ディドロ『ラモーの甥』：文学と公共空間（世論、カフェ） 

6. ルソー『人間不平等起源論』：社会的な不平等は正当化し得るか 

7. ルソー『エミール』：子供の成長段階に合った教育とは 

8. ヴォルテール『寛容論』：人が人を裁くことの重さ 

9. ヴォルテール『哲学辞典』：「常識」に潜む偏見との戦い 

10. ドルバック『自然の体系』：神なき世界の法則性 

11. エルヴェシウス『精神論』：快苦の原理に基づく唯物論的な道徳論・教育論 

12. サド『閨房哲学』：リベルタンによる啓蒙思想の過激な読み替え 

13. コンドルセ『人間精神進歩史』：人間理性の進歩への信頼 

14. ブリア＝サヴァラン『味覚の生理学』：感覚論から美食学へ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【予習】 各回の授業で扱う作家、作品、事項、概念について自分なりに下調べをしてイメージをつかむ。 

【復習】 各回の授業で配布されたプリントを授業内容とともに振り返り、知識を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

リアクションペーパーでは、毎回自分なりの考えを文章として意見にまとめていたただきます。 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はプリントを使用します。 

 

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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■AS310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS310／文学講義 ２１０ 

(Lectures on Literature 210) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真についてのさまざまな言説を参照しながら、「写真とは何か」について考察し、写真の歴史、意味作用、社会における機能と

いった問題を考察する。これまでさまざまな思想家が、写真をめぐって何を思考したのか、思考することができたのか、それを知

識として獲得し、自分自身で思考し始めることを学ぶ、それが目標である。 

 

Students will refer to various discours about photos and analyze issues such as “what are photos?”, their history, meaning and 

function, and social function. Students will aim to learn what historical thinkers were reflecting on through photos, or what they 

were able to conduct through their reflection. Students will learn to start thinking of that for themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀に誕生した写真は、カメラという機械の眼差しによって新しいイメージをもたらした。この新しさがもたらしたものは大きい。

写真は、言語によって形成されていないイメージであるが、われわれは、それを言語とともに用い、言語によって読解している。し

かし、そこには同時に読みがたいものが現れていないだろうか。これまでにさまざまな写真論が執筆されてきたが、それらはイメ

ージをめぐる思考の試みである。われわれは、それらの遺産をたどりながら、イメージをめぐって思考する。取り上げる写真論や

写真は、フランスのものに限定されない。授業は講義形式で行う。 

 

Photos born in the 19th century has brought new images through mechanical perspective of camera. This newness has brought 

great change. Photos are images not formed by language. We will use photos with languages to understand photos through 

languages. However, there may be hard-to-read items here. Various theories of photo have been authored until now, but they 

are endeavors to reflect on images. We will follow these legacies and reflect on images. Photos and theories selected are not 

confined to those from France. The classes will be in lecture format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと写真の歴史 

2. ヴァルター・ベンヤミンの「写真小史」 

3. ロラン・バルトの『現代社会の神話』 

4. バルトの「写真のメッセージ」「イメージの修辞学」 

5. バルトの『明るい部屋』 

6. 写真の時制について 

7. 写真同人誌『プロヴォーク』とその時代 

8. 中平卓馬の写真と写真論 

9. 中平卓馬『なぜ、植物図鑑か』 

10. イメージの自由間接話法と共同性 

11. アウシュビッツと表象不可能性をめぐる議論 

12. ディディ＝ユベルマンの『イメージ、それでもなお』 

13. ディディ=ユベルマン『イメージ、それでもなお』以後の諸問題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献を自分で読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とリアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヴァルター・ベンヤミン、1995、『ベンヤミン・コレクション 1 近代の意味』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4-480-08216-6) 

2. ロラン・バルト、1984、『第三の意味』、みすず書房 (4-622-04956-2 C1098) 

3. ロラン・バルト、1985、『明るい部屋』、みすず書房 (4-622-04905-8 C1098) 

4. ロラン・バルト、2005、『現代社会の神話』、みすず書房 (4-622-08113-X C1310) 

5. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2006、『イメージ、それでもなお』、平凡社 (ISBN:978-4582702620) 

6. 中平卓馬、2007、『なぜ、植物図鑑か』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09110-9) 

7. 中平卓馬、2007、『見続ける涯に火が… 批評集成 1965-1977』、Osiris (ISBN:978-4-9901239-4-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AS311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS311／文学講義 ２１１ 

(Lectures on Literature 211) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス美術 

担当者名 

（Instructor） 
泉 美知子(IZUMI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 19 世紀フランス美術を通して、近代絵画の成立について考えます。 

 

In this class, students will reflect on establishment of modern paintings through 19th century arts in France. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀以降の西洋絵画は、伝統的なもの解体し、それに代わる新しい主題や表現様式を開拓することになります。そうした新

しい絵画の誕生を、「アカデミック・システム」から「画商・批評家システム」への美術制度の転換という観点からとらえます。王侯貴

族や教会などのパトロンが衰退すると、新たな購買者、鑑賞者となったのは新興ブルジョワジーでした。彼らと芸術家を結びつけ

たのが、画商と美術批評家です。 

 19 世紀フランス絵画は、新古典主義、ロマン主義、レアリスム、印象主義、ポスト印象主義と芸術運動が移り変わり、画家では

ダヴィッド、アングル、ジェリコー、ドラクロワ、ミレー、クールベ、マネ、モネ、セザンヌが出現します。 

 今秋は東京都美術館で「コートールド美術館展 魅惑の印象派」展が開催され、マネの晩年の傑作《フォリー=ベルジェールのバ

ー》が来日する予定です。今年はマネを中心にフランス近代絵画について考えます。 

 

 Western paintings after 19th century disassemble traditional paintings. New subjects and methods of expressions were 

explored to replace them. Students will approach the birth of new paintings through perspective of transition, from academic 

system to art dealer/critic system. As royalties and churches faded as patrons, emerging bourgeoisie became new buyers and 

audiences. Art dealers and critics connected them with artists. 

 19th century French paintings experienced transforming art movements, including neo-classicism, romanticism, realism, 

impressionism, post-impressionism. Artists such as David, Ingres, Géricault, Delacroix, Millet, Courbet, Manet, Monet, and and 

Cézanne appeared in the front stage. 

 This autumn, Tokyo Metropolitan Art Museum will organize the exposition, Masterpieces of Impressionism: The Courtauld 

Collection. The iconic work of Manet in his late years, Un bar aux Folies Bergère, is scheduled to be exhibited in Japan. This 

year students will reflect on modern French paintings, particularly those of Manet. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：19 世紀フランス美術とは 

2. 19 世紀前半のフランス絵画：新古典主義 

3. 19 世紀前半のフランス絵画：ロマン主義 

4. 19 世紀前半のフランス絵画：風景画 

5. 19 世紀前半のフランス絵画：バルビゾン派 

6. レアリスム：クールベと歴史画の解体 

7. 第二帝政期のサロン：マネと裸婦像 

8. 近代絵画の主題：マネと都市 

9. 近代絵画の表現：マネの革新 

10. バティニョール派と新しい試み：マネと若い画家たち 

11. 芸術家のグループ展：印象派展 

12. 印象派をめぐる批評 

13. 印象派のパトロン 

14. 全体のまとめ：秋の展覧会の見どころ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考文献を予習としてあるいは復習として読むことで、授業への理解が深まります。また、授業で取り上げた作品をじっくり

観たい場合はネットを活用しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度とコメントカード(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

教科書はありません。授業ではプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田紀夫監修、2004 年、『印象派美術館』、小学館 

2. 三浦篤、2016 年、『まなざしのレッスン ２西洋近現代絵画』、東京大学出版会 

3. 三浦篤ほか、2017 年、『西洋美術の歴史 7 19 世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、中央公論新社 

4. 三浦篤、2018 年、『エドゥアール・マネ 西洋絵画史の革命』、角川選書 

参考文献として比較的入手しやすいものをあげておきますが、授業中でも紹介します。 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS312／文学講義 ２１２ 

(Lectures on Literature 212) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日仏比較 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学への最初の接近は、まず翻訳からというのが一般的だろう。だが、翻訳作業によってこぼれてしまうものもある。その

こぼれたものを通して、フランスと日本、それぞれの言語・文化の違いを考え、理解を深める。 

加えて、日本文学の特徴のひとつでもある「自由間接話法」から、表現の仕組みと可能性を探りつつ、文学の興味を引き出す。 

 

Normally the first contact point with French literature is translation. However, there are something lost in translation. Through 

these lost in translation, students will deepen their understanding and think about differences in languages and cultures in 

France and Japan. 

In addition, students will incite their interests in literatures by exploring possibilities and expression structures based on free 

indirect speech, a characteristic of Japanese literatures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語表現の特徴のひとつとして、話者の主体がセンテンスごとに変化しうるということがある。主語が明示化されてないがた

め、いったい誰がしゃべっているのか、分からなくなる瞬間があるのだ。 

こうした特徴を持つ日本文学が、たとえばフランス語に翻訳されるとどのようになるのか？ そして、なぜそう訳されるのか？ こう

した疑問から日本文学とフランス文学の特徴を考えてみたい。 

また、この特徴のなかに明らかになる「自由間接話法」という現代的問題を、映画の視座（PoV）の変化を用いてとらえ直してみた

いと考えている。 

 

Among characteristics of Japanese expressions, one of them is changing the main subject of speakers from sentence to 

sentence. As the main subject is not clearly indicated, readers may be lost temporarily, unable to discern who the speaker is. 

What will happen if Japanese literatures with such characteristics are translated into, for example, French? And why is it 

translated this way? Students will reflect on Japanese and French literatures based on these questions. 

Free indirect speech becomes clear among these characteristics. Students will rethink about this modern issue by using 

changing point of view (PoV) in film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション I 〜 日本語とフランス語の違い 

2. イントロダクション II 〜 翻訳の憂鬱と楽しみ 

3. テクスト解読 I 〜 江藤淳「日欧文化の対称性と非対称性」a 

4. テクスト解読 II 〜 江藤淳「日欧文化の対称性と非対称性」b 

5. 村上春樹の場合 〜 翻訳調日本文学はなにが異なる？ 

6. 「まんが」と「Manga」の翻訳 I 

7. 「まんが」と「Manga」の翻訳 II 

8. 翻訳をめぐる前半まとめ 

9. 直接話法と自由間接話法について 

10. 自由間接話法について 〜 江藤淳ふたたび 

11. 文学と自由間接話法 

12. 映像作品と自由間接話法 I 〜 視座の変化 

13. 映像作品と自由間接話法 II 〜 語りのポリフォニー 

14. 文学表現の可能性に向けて 〜 まとめにかえて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳をめぐる諸問題にふだんから鋭敏に反応してもらえれば幸いだ。 

耳慣れない「自由間接話法」って？ と思われるかもしれないが、『源氏物語』においてすでに出現している。現代語訳でいいの

で、少しかじってもらえるとうれしい。 

また、フランス語も使う授業となる予定なので、そのへんにも備えてもらえるとさらによし。 

 



 - 1481 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/講義でのプレゼンテーション(20%) 

講義でのリアクション（発言その他）も重視します！ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江藤淳、1992、『言葉と沈黙』、文藝春秋 (ISBN:978-4163468303) 

2. 谷崎潤一郎、1991、『潤一郎訳 源氏物語』、中央公論新社 (ISBN:978-4122018259) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS314／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

17 世紀フランスの総合芸術、コメディ・バレエの集大成と称されるモリエールの『町人貴族』を焦点に当て、喜劇の本質とルイ 14

世の絶対王政多角的に学習し理解する。 

 

Students will focus on Molière’s Le Bourgeois gentilhomme, often called a fusion of the 17th century general arts and comedy 

ballets. They will thus learn and understand the nature of the comedy and the absolute monarchy of Louis XIV. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 フランスの演劇の起源が古代ギリシャ・ローマ喜劇に遡ることを理解し、17 世紀のフランス喜劇を理解する。 

 『町人貴族』を読み、鑑賞し、体感しながらフランスの喜劇の父と称されたモリエールの喜劇論と彼の創り出した総合芸術コメデ

ィ・バレエとは何かを分析する。 

 そしてモリエールの鋭い観察眼によって映し出されたルイ 14世の絶対君主制の実情を、階級、宮廷貴族・貴族・ブルジョワ、結

婚観、対外関係などから考察する。 

 

受講生は、時代背景の基本的知識を必要とする。 

映像をできるだけ紹介するが、そのためシラバス通りに授業が進まない場合もある。 

 

 Students will backtrack the French theatre to its origins in ancient Greek and Roman comedies to understand the 17th 

century French comedies. 

 Students will read, watch and experience Le Bourgeois gentilhomme to analyze Molière’s comedy theory and the nature of 

the general art comedy ballet created by Molière, father of the French comedy. 

 Students will then analyze the reality of Louis XIV’s absolute monarchy. Indeed, Molière brilliantly depicted various aspects of 

that reality: the social hierarchy, the court, the aristocracy, the bourgeois, the marriage, the foreign relationships. 

 

Students will need some basic knowledge of the historical background. 

Video materials will be used whenever possible. Therefore, the class may not always proceed according to the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 演劇のジャンルについて 喜劇の定義 

2. 古代ギリシャ・ローマ喜劇 

3. バロック期・17 世紀の演劇 

4. モリエール 生涯と作品 

5. 『町人貴族』上演の背景 

6. 『町人貴族』の構成 

7. 『町人貴族』を観る－1 

8. 『町人貴族』を観る－2 

9. 『町人貴族』を観る－3 

10. 『町人貴族』分析－1 

11. 『町人貴族』分析－2 

12. 『町人貴族』分析－3 

13. 『町人貴族』分析－4 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中で扱う作品は読んでおくことを強く推奨する。関連する作品、興味を持った作品も 対象作品の理解を促すことになるの

で、どんどん読むこと。 

授業内でも紹介しますが、以下にモリエールのおすすめ作品を挙げておく。『女房学校』『強制結婚』（結婚観）、『恋は医者』『病は

気から』（恋）、『病は気から』『ジョルジュ・ダンダン』（身分）『スカパンの悪だくみ』（トルコ趣味、下僕像）など。 
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また授業で鑑賞する以外の演出のものを視聴すると多角的なものの見方を体感できるので推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、鈴木力衛訳、1973、『モリエール全集』3 巻『町人貴族』、中央公論社 

そのほかの資料については適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 

2. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス 17 世紀演劇事典』、中央公論新社 

3. ポール・ベニシュー、1993、『偉大なる世紀のモラル』、法政大学出版 

4. アラン・ヴィアラ、2008、『演劇の歴史』、白水社 

5. ロジェ・ズュベール、2010、『十七世紀フランス文学入門』、白水社 

6. 伊藤洋、2004、『宮廷バレエとバロック劇』、早稲田大学出版部 

その他の文献は適宜授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントや OHC を使用して資料紹介をします。また、映像も見ますが、基調映像はフランス語日本語字幕です。そ

れ以外の資料はなるべく字幕物を使いますが、その限りではありません。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AS316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS316／文学講義 ２１６ 

(Lectures on Literature 216) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス現代社会」を構成する諸要素を概観し――なおそこではそもそも、「フランス」、「現代」、「社会」のいずれもが、自明性を

解きほぐされることになる――、わたしたち自身の現在を問い直すよすがとすること。 

 

Students will study the outline of various elements making up modern French society. However, obviousness of all these 

elements, “French”, “modern”, and “society” are disintegrating. Students will re-question the present time we are in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおむね下記の「計画」に沿って（変更はありうる）講義を行う。いくつかのテーマについては、学生による発表を交える可能性も

ある。 

 

In general, the class will follow the “planning” below (changes are possible). Students may be asked to make presentations on 

several subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランスにおいて「現代」とはいつから始まるのか 

3. 「社会」の誕生 

4. 植民地の問題 

5. 「ヨーロッパ」とは何か 

6. 「右」と「左」の政治文化 

7. 「ライシテ」の成立と変容 

8. 「知識人」と現代社会 

9. 「文学」と現代社会 

10. ド・ゴールの時代 

11. ミッテランの時代 

12. マクロンの時代（１） 

13. マクロンの時代（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のための資料配布や課題の提示を行うことがある。まじめに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS317／文学講義 ２１７ 

(Lectures on Literature 217) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、言語学の主要分野における基本的な考え方を学ぶことで人間の言語の特質について理解を深め、フランス語の修得

にも役立つ言語学的知識を身につけることを目的とする。 

 

In this class, students will learn basic thinking in major areas of linguistics to deepen their understanding of characteristics of 

human languages and acquire linguistic knowledge to help them master French language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

⾔語というものの本質的な特徴を理解したうえで、音声学・⾳韻論、形態論、統語論、意味論、語用論という言語学の主要分野の

基礎事項を学んでいく。できるだけフランス語の例をとりあげることで、フランス語の仕組みについても理解を深める。 

 

Students will first understand the foundational characteristic of language before learning basics in major areas of linguistics, 

including phonetic, phonology, morphology, syntax, semantic, and pragmatic. Whenever possible, examples in French will be used 

to deepen students’ understanding about French language structures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 言語とは何か（１） 

2. 言語とは何か（２）記号としての言語 

3. 言語とは何か（３）体系と構造 

4. 音声学・音韻論（１）音声と言語音 

5. 音声学・音韻論（２）音素と弁別素性 

6. 形態論（１）形態素とは？ 

7. 形態論（２）さまざまな語形成 

8. 統語論（１）さまざまな文法範疇 

9. 統語論（２）統語理論 

10. 意味論（１）語レベル：類義語、多義語、同音異義語 

11. 意味論（２）句・文のレベル：連語・慣用句 

12. 語用論（１）発話の意味 

13. 語用論（２）談話と文化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/課題(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。適宜プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS318／文学講義 ２１８ 

(Lectures on Literature 218) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語の使用及び翻訳について言語学的視点、社会言語学的視点および言語政策的な視点から考察することを目的とする。 

 

The goal is to analyze usage of foreign language and translation from linguistic, socio-linguistic, and linguistic policy 

perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 借用語や外国語の使用を、フランス語及びフランスにおける言語政策を中心に概観する。また、固有名詞や公共空間における

多言語表示を題材に、翻訳及び外国語使用を、社会言語学的な視点から考察する。 

 基本的には講義だが、適宜学生諸君にも質問し、参加を促す。毎回授業の最後に、授業の復習を兼ねた簡単なリアクションペ

ーパーの提出を求める。 

 なお、フランス語のテクストを多用するので、フランス語の基礎知識があることが望ましい。  

 

 Students will study the outline of loaned words and usage of foreign languages by focusing on French language and the 

linguistic policy in France. In addition, students will use proper nouns and multi-lingual displays in public spaces as materials. 

Students will analyze translation and usage of foreign language from socio-linguistic perspective. 

 In general, the class will be in lecture format, but students will also be asked questions whenever appropriate to encourage 

their participation. At the end of each class, students will submit simple Reaction Paper as class recap. 

 In addition, French texts will frequently be used. Students should have basic knowledge of French language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 借用の分類 

3. 借用とフランスの言語政策 

4. テクストにおける外国語の使用 

5. 商品名における外国語の使用 

6. 広告における外国語の使用 

7. 翻訳（１）言語間翻訳、言語内翻訳 

8. 翻訳（２）翻訳とネゴシエーション 

9. 翻訳（３）専門用語の翻訳 

10. 翻訳（４）固有名詞の翻訳 

11. 翻訳（５）固有名詞と政治 

12. 公共空間における多言語表示と言語景観（１） 

13. 公共空間における多言語表示と言語景観（２） 

14. 公共空間における多言語表示と言語景観（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。フランス語を多用するので、フランス語未修者が受講する場合は、フランス語のテクストをよく復習し、

授業の内容を理解することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントにて配布 

 

参考文献（Readings） 

1. U. Eco. 2010. Dire presque la même chose,. Le Livre de Poche 
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2. Vinay &Darbelnet. 1958. Stylistique comparée du français et de l'anglais. Didier 

3. 窪薗晴夫、2002、『新語はこうして作られる』、岩波書店 

4. Pruvost, J. & J.-F. Sablayrolles. 2003. Les néologismes. P.U.F. 

5. P. Backhaus. 2007. Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Multilingual Matters 

6. ウスティノフ、2008、『翻訳』、白水社 

詳細は授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２０２ 

(Lectures on Literature 202) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス思想 

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） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンテーニュ『エセー』の第三巻第九章を読み、「旅」について考える。 

 

Students will read Montaigne’s Essais volume 3 chapter 9 and reflect on “voyage”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテーニュはフランス・ルネサンスを代表する 16 世紀の作家で、膨大な随筆において「人間とは何か」という深い洞察を行って

いる。本講義では戦乱に満ちた時代背景に触れつつ、『エセー』を詳細に読解する。ヨーロッパ各地を旅行したモンテーニュは旅

行記も残しているのだが、彼の足跡を辿りつつ、彼の外国観や文明観がどのようなものだったかを考える。学生は、毎回指定の

箇所を事前に読み、レジュメや意見提示が行えるようにしておくこと。 

 

Montaigne is one of the most significant authors of 16th century French renaissance. He conducted deep ruminations such as 

“What is human?” through vast casual anecdotes. In this class, students will read Essais in detail, while learning about the 

wartime turbulent era. Montaigne has travelled extensively in Europe and has left travel journals. Students will follow his 

footsteps and understand his views on foreign countries and cultures. Students will read specified parts before class and should 

be able to provide their resumes and opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス文学概説 

2. 16 世紀ルネサンスとモンテーニュ 

3. 時代背景（内乱、宗教戦争、ルネサンスの城など） 

4. 『旅行記』とモンテーニュの旅路 

5. 『エセー』読解１ 

6. 『エセー』読解２ 

7. 『エセー』読解３ 

8. 『エセー』読解４ 

9. 『エセー』読解５ 

10. 『エセー』読解６ 

11. 『エセー』読解７ 

12. 『エセー』読解８ 

13. 旅と人間と文明 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定された箇所を読んでくること。毎回リアクションペーパーを課す予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、授業への積極的参加(発言等）(30%)/課題やリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モンテーニュ、1967、『エセー 五』（原二郎訳）』、岩波文庫 (ISBN:4003250958) 

上記テキストは毎回持参のこと 

 

参考文献（Readings） 

1. モンテーニュ、2005-2014、『エセー 1~7』（宮下志朗訳）』、白水社 

2. コンパニョン、2014、『寝るまえ 5 分のモンテーニュ 「エセー」入門』、白水社 (ISBN:4560025819) 

3. 大久保康明、2007、『モンテーニュ Century Books 人と思想』、清水書院 (ISBN:4389411691) 

4. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２０４ 

(Lectures on Literature 204) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近代社会 

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） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスを中心としたヨーロッパ近代社会、とりわけ 18 世紀の社会を、「異常者たち」という視点から考えていきます。 

 

Students will think about modern European society, particularly France and 18th century society, from perspective of outsiders. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いつの時代も社会は「異常者たち」を生みだし、彼ら彼女らに特定の役割を与えます（現代の日本社会がそうであるように）。ここ

では、フランス近代社会における「異常者たち」、とりわけ「宦官」と「カストラート」といった去勢者の形象に注目することで、この問

題について考えてみます。「宦官」と「カストラート」は、この時代の文学者、哲学者、法学者、画家たちによって頻繁に扱われ、描

かれました。精神分析学や LGBT や「医学」といった現代的視点からだけではなく、（18 世紀的）オリエンタリズムや「スターの誕

生」（カストラートの何人かは世界的大スターでした）、舞台芸術史（オペラ）、宗教、政治といった観点からもこの問題について考

えます。扱うテキストについては以下を参照。 

 

Regardless of era, there will always be outsiders and society will give them specific roles (as in Japanese society in modern 

time). Students will study outsiders in modern French society and think about this issue by focusing on castrated population 

such as eunuch and castrato. Modern-time literature scholars, philosophers, jurists, and painters have frequently used eunuch 

and castrato as subjects. Students will look at this issue from modern perspectives of psychoanalysis, LGBT, and medicine. In 

addition to that, students will also approach it from (18th century) orientalism, birth of star (several of castrato were global 

stars), history of stage arts (opera), religion, and politics. Refer to the following for textbooks used. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 － 問題の所在  

2. 18 世紀のヨーロッパ、フランスについて 

3. 18 世紀フランスにおける「宦官」と「カストラート」：その概観 

4. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（１） 

5. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（２） 

6. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（３） 

7. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（４） 

8. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（５） 

9. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（６） 

10. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（７） 

11. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（８） 

12. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（９） 

13. 文学、哲学、芸術の中の「異常者たち」（１０） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前もって配布、もしくは指示した資料を読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(50%)/コメント等提出物(30%)/最終テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては初回授業で指示。モンテスキュー、ヴォルテール、ルソー、ディドロ、ビュフォン、シャルダンといった作家、思

想家の作品の抜粋を読む予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については初回授業で指示。無数にあるが、授業に関連するもののみを示す。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard でさまざまな連絡をするので、頻繁にチェックすること。秋学期の全カリ月曜 5 限「文学への扉（文学への招待）」（淵

田仁先生担当）とあわせて受講することがのぞましい。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２０６ 

(Lectures on Literature 206) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 2 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の読解，および舞台芸術，映像を通して，フランス 19世紀の文化と社会を考察する。 

 

Students will analyze 19th century culture and society in France by studying literatures, stage arts, and videos. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの 19 世紀を理解する上で特に重要なのは，近代市民社会の誕生を画す 1789 年のフランス大革命と，ほぼ同時期にイ

ギリスから始まり，本格的な消費社会をヨーロッパ全体にもたらした産業革命です。政治と経済にまたがるこの二つの「革命」が，

仏 19 世紀という動乱の時代を動かす原動力になっています。この授業では，文学作品の読解はもちろんのこと，この時代のブル

ジョワジーのサブ・カルチャーであったオペラやバレー等の舞台芸術を参照しながら，大革命以後のフランス社会について考察し

ていきます。授業期間中にこちらが指定した文学作品を何作か課題として読んでもらうことになるので，小説を読むのが苦手な人

は受講を控えるように。また毎回授業の最後にコメント・カードを提出してもらうが、授業の内容をまったく理解していない場合は，

欠席扱いとするので注意すること。なお、以下の授業計画はあくまでひとつの目安にすぎない。 

 

To understand 19th century France, it is critical to know 1789 French Revolution, which resulted in birth of modern civil society, 

and industrial revolution which brought consumer society across all Europe at about the same period, starting from England. 

These two revolutions riding on bandwagon of politics and economy were the powerhouse driving the turbulent 19th century in 

France. In this class, other than reading literatures, students will also analyze French society after the revolution by referring to 

bourgeoisie sub culture in this era, notably stage arts such as opera and ballet. During this class, students will read several 

selected literatures as their assignments. Those who shun fictions should refrain from taking this class. In addition, students will 

submit comment cards at the end of each class. Be aware that students will be considered absent if they fail to understand 

lesson contents. The following class planning is an approximate outline. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 理性結婚 

3. 姦通小説 

4. 情熱と制度 

5. 宗教と恋愛 

6. ロマンチック・ラブの誕生 

7. 高級娼婦 

8. 階級と恋愛 

9. 結核のロマン化 

10. 女子教育 

11. 第三の性 

12. マドンナからファム・ファタルへ 

13. エキゾチスム 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ひたすら本を読み、可能な限り絵画の展覧会に行き、オペラやバレエなどの舞台芸術を観に行くこと。身も心もどっぷりと十九世

紀フランスにつかるつもりで受講してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

授業で言及した文学作品についての小レポートを課す場合もある。 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時にプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、1999、『職業別パリ風俗』、白水社 

毎回、多くの作品（おもに小説）を授業中に紹介する。そのうち何冊かを必ず読んでもらい、授業内レポートとして提出してもらう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
廣松 勲(HIROMATSU ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、世界に広がるフランス語圏（フランコフォニー）の文学を検討対象として、フランス共和国以外の地域において

「フランス語で書かれた作品」が、どのような社会文化的背景の下で、どのような問題意識に基づいて制作されてきたのかを理解

することにある。とりわけ、「アメリカ大陸」のフランス語圏、つまり「カリブ海域諸島のフランス海外県」と「カナダ・ケベック州」に注

目しながら、当該地域の社会状況の検討に基づいた「社会学的なテクスト分析」を行う。 

 

 The goal of this class is to focus on literatures of French speaking areas expanding in the world (Francophonie). Furthermore, 

students will aim to understand the social, cultural contexts, and problem awareness in which these foreign-territory French 

works were authored. Specifically, students will focus on Francophonie in American continent, i.e. overseas French territory in 

Caribbean and Quebec Canada. Students will analyze social conditions of these regions and analyze sociological texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的に「講義形式」にて授業を進める。まず始めに、「フランス語圏（フランコフォニー）」の成立史を検討した上で、「フランス語

圏文学研究」が抱える問題を検討する。その上で、アメリカ大陸のフランス語圏（カリブ海域諸島とカナダ・ケベック州）について、

地域研究的な視点から検討した上で、何人かの代表的な作家についてテクスト分析を加える。 

 

 In general, this class will proceed in lecture format. First, students will analyze history of Francophonie establishment and then 

analyze issues surrounding literature research in Francophonie regions. Furthermore, students will conduct analysis from 

perspective of regional research on Francophonie in American continent (Caribbean and Quebec Canada). Students will analyze 

texts of several iconic authors. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？①：フランコフォニーの成立と「OIF」の役割 

2. フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？②：なぜフランス語圏は世界に拡がったのか？ 

3. フランス語圏（フランコフォニー）と文学研究：どのようにフランス語圏文学を分析するか？ 

4. カリブ海域のフランス語圏①：カリブ海域の歴史・社会・文化 

5. カリブ海域のフランス語圏②：カリブ海域における言語とアイデンティティ 

6. カリブ海域のフランス語圏③：エメ・セゼールと「帰郷の物語」 

7. カリブ海域のフランス語圏④：エドゥアール・グリッサンと「空間の物語」 

8. カリブ海域のフランス語圏⑤：パトリック・シャモワゾーと「語り部の物語」 

9. カナダ・ケベック州のフランス語圏①：ケベック州の歴史・社会・文化 

10. カナダ・ケベック州のフランス語圏②：ケベック州の文化思想 

11. カナダ・ケベック州のフランス語圏③：ジャック・ゴドブーと「ケベック文学の誕生」 

12. カナダ・ケベック州のフランス語圏④：エミール・オリヴィエと「亡命の物語」 

13. カナダ・ケベック州のフランス語圏⑤：ダニー・ラフェリエールと「移住者のアイデンティティ」 

14. 総括：フランス語圏文学の共通点と相違点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本授業で言及されるフランス語圏地域については、出来るだけ自分自身でも情報を収集するように心掛けてください。また、レ

ポートの分析対象は授業で言及される地域（アメリカ大陸のフランス語圏）以外の作家・作品も認めます。そのため、日頃から出

来るだけ広い範囲のフランス語圏（文学に限らず）に関して情報を収集するように心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

期末レポートと平常点によって評価する。ただし、欠席回数が 3 回以上を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストは特に指定しません。授業ごとに資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野千香子、2002、『フランス植民地主義の歴史』、人文書院 (ISBN:978-4409510490) 

2. 鳥羽美鈴、2012、『多様性のなかのフランス語』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4862831019) 

3. 中村隆之、2012、『フランス語圏カリブ海文学小史：ネグリチュードからクレオール性まで』、風響社 (ISBN:978-4894897557) 

4. 小畑精和、2003、『ケベック文学研究：フランス系カナダ文学の変容』、御茶の水書房 (ISBN:978-4275019608) 

5. 国本伊代 編著、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 (ISBN:978-4750345345) 

6. 小畑精和・竹中豊 編著、2009、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN:978-4750329512) 

その他の関連書籍等については授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２１０ 

(Lectures on Literature 210) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真についてのさまざまな言説を参照しながら、「写真とは何か」について考察し、写真の歴史、意味作用、社会における機能と

いった問題を考察する。これまでさまざまな思想家が、写真をめぐって何を思考したのか、思考することができたのか、それを知

識として獲得し、自分自身で思考し始めることを学ぶ、それが目標である。 

 

Students will refer to various discours about photos and analyze issues such as “what are photos?”, their history, meaning and 

function, and social function. Students will aim to learn what historical thinkers were reflecting on through photos, or what they 

were able to conduct through their reflection. Students will learn to start thinking of that for themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀に誕生した写真は、カメラという機械の眼差しによって新しいイメージをもたらした。この新しさがもたらしたものは大きい。

写真は、言語によって形成されていないイメージであるが、われわれは、それを言語とともに用い、言語によって読解している。し

かし、そこには同時に読みがたいものが現れていないだろうか。これまでにさまざまな写真論が執筆されてきたが、それらはイメ

ージをめぐる思考の試みである。われわれは、それらの遺産をたどりながら、イメージをめぐって思考する。取り上げる写真論や

写真は、フランスのものに限定されない。授業は講義形式で行う。 

 

Photos born in the 19th century has brought new images through mechanical perspective of camera. This newness has brought 

great change. Photos are images not formed by language. We will use photos with languages to understand photos through 

languages. However, there may be hard-to-read items here. Various theories of photo have been authored until now, but they 

are endeavors to reflect on images. We will follow these legacies and reflect on images. Photos and theories selected are not 

confined to those from France. The classes will be in lecture format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと写真の歴史 

2. ヴァルター・ベンヤミンの「写真小史」 

3. ロラン・バルトの『現代社会の神話』 

4. バルトの「写真のメッセージ」「イメージの修辞学」 

5. バルトの『明るい部屋』 

6. 写真の時制について 

7. 写真同人誌『プロヴォーク』とその時代 

8. 中平卓馬の写真と写真論 

9. 中平卓馬『なぜ、植物図鑑か』 

10. イメージの自由間接話法と共同性 

11. アウシュビッツと表象不可能性をめぐる議論 

12. ディディ＝ユベルマンの『イメージ、それでもなお』 

13. ディディ=ユベルマン『イメージ、それでもなお』以後の諸問題 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献を自分で読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とリアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. ヴァルター・ベンヤミン、1995、『ベンヤミン・コレクション 1 近代の意味』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4-480-08216-6) 

2. ロラン・バルト、1984、『第三の意味』、みすず書房 (4-622-04956-2 C1098) 

3. ロラン・バルト、1985、『明るい部屋』、みすず書房 (4-622-04905-8 C1098) 

4. ロラン・バルト、2005、『現代社会の神話』、みすず書房 (4-622-08113-X C1310) 

5. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2006、『イメージ、それでもなお』、平凡社 (ISBN:978-4582702620) 

6. 中平卓馬、2007、『なぜ、植物図鑑か』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09110-9) 

7. 中平卓馬、2007、『見続ける涯に火が… 批評集成 1965-1977』、Osiris (ISBN:978-4-9901239-4-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

17 世紀フランスの総合芸術、コメディ・バレエの集大成と称されるモリエールの『町人貴族』を焦点に当て、喜劇の本質とルイ 14

世の絶対王政多角的に学習し理解する。 

 

Students will focus on Molière’s Le Bourgeois gentilhomme, often called a fusion of the 17th century general arts and comedy 

ballets. They will thus learn and understand the nature of the comedy and the absolute monarchy of Louis XIV. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 フランスの演劇の起源が古代ギリシャ・ローマ喜劇に遡ることを理解し、17 世紀のフランス喜劇を理解する。 

 『町人貴族』を読み、鑑賞し、体感しながらフランスの喜劇の父と称されたモリエールの喜劇論と彼の創り出した総合芸術コメデ

ィ・バレエとは何かを分析する。 

 そしてモリエールの鋭い観察眼によって映し出されたルイ 14世の絶対君主制の実情を、階級、宮廷貴族・貴族・ブルジョワ、結

婚観、対外関係などから考察する。 

 

受講生は、時代背景の基本的知識を必要とする。 

映像をできるだけ紹介するが、そのためシラバス通りに授業が進まない場合もある。 

 

 Students will backtrack the French theatre to its origins in ancient Greek and Roman comedies to understand the 17th 

century French comedies. 

 Students will read, watch and experience Le Bourgeois gentilhomme to analyze Molière’s comedy theory and the nature of 

the general art comedy ballet created by Molière, father of the French comedy. 

 Students will then analyze the reality of Louis XIV’s absolute monarchy. Indeed, Molière brilliantly depicted various aspects of 

that reality: the social hierarchy, the court, the aristocracy, the bourgeois, the marriage, the foreign relationships. 

 

Students will need some basic knowledge of the historical background. 

Video materials will be used whenever possible. Therefore, the class may not always proceed according to the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 演劇のジャンルについて 喜劇の定義 

2. 古代ギリシャ・ローマ喜劇 

3. バロック期・17 世紀の演劇 

4. モリエール 生涯と作品 

5. 『町人貴族』上演の背景 

6. 『町人貴族』の構成 

7. 『町人貴族』を観る－1 

8. 『町人貴族』を観る－2 

9. 『町人貴族』を観る－3 

10. 『町人貴族』分析－1 

11. 『町人貴族』分析－2 

12. 『町人貴族』分析－3 

13. 『町人貴族』分析－4 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中で扱う作品は読んでおくことを強く推奨する。関連する作品、興味を持った作品も 対象作品の理解を促すことになるの

で、どんどん読むこと。 

授業内でも紹介しますが、以下にモリエールのおすすめ作品を挙げておく。『女房学校』『強制結婚』（結婚観）、『恋は医者』『病は

気から』（恋）、『病は気から』『ジョルジュ・ダンダン』（身分）『スカパンの悪だくみ』（トルコ趣味、下僕像）など。 
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また授業で鑑賞する以外の演出のものを視聴すると多角的なものの見方を体感できるので推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、鈴木力衛訳、1973、『モリエール全集』3 巻『町人貴族』、中央公論社 

そのほかの資料については適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 

2. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス 17 世紀演劇事典』、中央公論新社 

3. ポール・ベニシュー、1993、『偉大なる世紀のモラル』、法政大学出版 

4. アラン・ヴィアラ、2008、『演劇の歴史』、白水社 

5. ロジェ・ズュベール、2010、『十七世紀フランス文学入門』、白水社 

6. 伊藤洋、2004、『宮廷バレエとバロック劇』、早稲田大学出版部 

その他の文献は適宜授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントや OHC を使用して資料紹介をします。また、映像も見ますが、基調映像はフランス語日本語字幕です。そ

れ以外の資料はなるべく字幕物を使いますが、その限りではありません。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AS781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ａ 

(Introductory Seminars E1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学を大学で研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

The course aims to have students acquire fundamental knowledge and methods for researching the modern and contemporary 

literature of Japan at university, while also acquiring the skills for participating in exercise-format classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な項目は以下の通りです。 

１ 文献・資料の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

The course will first use a lecture format to explain the skills for taking part in exercise-format classes. The main items are as 

follows. 

1. Methods of searching and collecting documents and materials 

2. How to configure presentation content 

3. How to create presentation materials 

4. How to perform oral presentations 

5. How to create reports 

Next, class participants will divide and share works of text, and will engage in presentations and discussions in exercise format, 

with the goal of gaining basic perspectives for understanding the characteristics of recent contemporary Japanese literature 

and Showa era literature prior to WWII. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：文献・資料の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. 参加者による報告と討議８・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半の講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求められま

す。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｂ 

(Introductory Seminars E1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

Students will read texts from recent modern literature from the perspectives of problem organization, annotation, and textual 

analysis, will learn methods and knowledge related to literary research, and will acquire the ability to write logical compositions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波文庫 

 

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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■AT013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｃ 

(Introductory Seminars E1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『好色一代男』を知る 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『好色一代男』の内容を知る 

 

Learning the Content of The Life of an Amorous Man 

 

授業の内容（Course Contents） 

井原西鶴の『好色一代男』は、江戸文学で最も有名な作品と言ってよいでしょう。でも実際に読んだ人は少ないのでは？授業では

入門編として、主に現代語訳で読んで内容を把握し、且つ、時代背景や文化史、古文や変体仮名などの学習もしていきましょう。 

 

The Life of an Amorous Man, by Ihara Saikaku, can be considered the most famous work of Edo period literature. However, have 

many people actually read the work? As an introduction, this class will have students read and understand its content, mainly in 

a contemporary translation, as well as study the background and cultural history of the era, Japanese classics, hentaigana 

(variant kana), and other topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業内容の説明をする 

2. グループ分けなど授業の準備をする 

3. 江戸文学史が概観できるようになる 

4. 『好色一代男』の概要を知る 

5. レジュメの作成方法と発表方法を知る 

6. 発表・質疑応答・解説 

7. 発表・質疑応答・解説 

8. 発表・質疑応答・解説 

9. 発表・質疑応答・解説 

10. 発表・質疑応答・解説 

11. 発表・質疑応答・解説 

12. 発表・質疑応答・解説 

13. 発表・質疑応答・解説 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 発表準備をしてくる 

事後学習： 質疑応答や解説を受けてレジュメをブラッシュアップしてくる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/リアクションペーパー(40%)/レジュメ・発表・質疑応答(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池澤夏樹編、2015、『日本文学全集』１１巻、河出書房新社 (B0756BX5TQ) 

テキストは適宜コピーして配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 1513 - 

■AT014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｄ 

(Introductory Seminars E1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世擬古文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世擬古文の精読を通じて、古典籍の扱い及び基礎的な文献調査の方法を体得するとともに、古典文法の意義や近世擬古文

の特色を理解する。 

 

Through close readings of early modern pseudo-classical works, students will learn methods for approaching Japanese classical 

literal materials and conducting basic surveys of literature, and will understand the significance of classical grammar and the 

characteristics of early modern pseudo-classical works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長『玉勝間』を題材として、各種辞書や先行研究を用いて古典籍を丁寧に読解するための方法を身に付けていく。特に、

高等学校までに学ぶ古典文法や語彙との差異に注目しつつ、伝統的な国語国文学研究の初歩をその内容から読みとっていく。

授業では、基本事項を講義形式で伝えたのちに、章段ごとに分担者を決めて演習形式で発表を行い、全体での議論を通じて理

解を深めることになる。 

 

Taking Tamagatsuma by Motoori Norinaga as its subject, this class will use dictionaries and prior research to learn methods for 

carefully reading and interpreting Japanese classical literary materials. In particular, the class will study the rudiments of 

traditional Japanese literature and language research from reading of its content, paying attention to differences from the 

classical grammar and vocabulary that students learned up through high school. After communicating basic matters in lecture 

format, the class will assign reading sections to participants, conduct presentations in the exercise format, and deepen 

students' understanding through discussions of the whole. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料紹介および課題の確認 

2. 発表見本 

3. 調査方法の検討 

4. 担当者による発表と討議（１） 

5. 担当者による発表と討議（２） 

6. 担当者による発表と討議（３） 

7. 担当者による発表と討議（４） 

8. 担当者による発表と討議（５） 

9. 担当者による発表と討議（６） 

10. 担当者による発表と討議（７） 

11. 担当者による発表と討議（８） 

12. 担当者による発表と討議（９） 

13. 担当者による発表と討議（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表する箇所以外についても、発表者同様に調査して討議に臨むこと。各回の討議で見つかった課題についても、各自で

解決のための方策を探って次回に臨むこと。また、「何をどのように調べたら、何がどこまで分かり、何についてはなぜ分からなか

ったのか」ということを明確にして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

３回以上欠席した場合や発表を欠席した場合には評価の対象外とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 芳賀登、2017、『本居宣長 読みなおす日本史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642067232) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｅ 

(Introductory Seminars E1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
変体仮名を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

変体仮名を読む力を養う。 

 

Students will cultivate the ability to read hentaigana (variant kana). 

 

授業の内容（Course Contents） 

変体仮名で書かれた平安時代の作品を取り上げます。発表の分担を決めて、翻刻、語釈、注釈、現代語訳などをレジュメにまと

めて発表してもらいます。変体仮名で書かれた写本は、濁点も句読点もなく、和歌以外のところでは改行もありません。一文字、

一文字の変体仮名を正確に読み取ることから始まって、ひとまとまりの単語を認識し、さらには文節、そして文、ひいてはまとまっ

た文章を鑑賞する力を養います。 

 

The course will deal with works of the Heian period written in hentaigana. The class will assign presentations and have students 

prepare and present outlines of transcriptions, explanations of phrases, annotations, modern language translation, etc. 

Manuscripts written in hentaigana have neither dakuten marks nor punctuation marks, nor line breaks other than in waka poetry. 

Starting with accurate reading of single-character hentaigana, students will recognize grouped words and will further cultivate 

the ability to appreciate phrases, sentences, and texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の分担箇所について調べてレジュメを作るのはもちろんのこと、他の学生の発表する箇所についても予習・復習をして、変体

仮名を読むことに習熟する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/発表(30%)/授業への参加態度(28%) 

筆記試験では、変体仮名を読む力を試します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊地知鐵男編、1966 年、『増補改訂 仮名変体集』、新典社 (ISBN:978-4-7879-0410-2) 

テキストを毎回使うので、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ａ 

(Introductory Seminars E2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
今昔物語集を読む 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典を読むために必要な資料の調べ方の方法、読解のアプローチを習得する。 

さまざまな説話を読むことにより、前近代の日本における価値観や世界観、思想を探る。 

 

Students will learn methods for investigating materials required for reading classics, and approaches to reading and 

interpretation. 

Through the reading of various narratives, the class will explore the values, worldviews, and thought of pre-modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『今昔物語集』の輪読を通して、日本の中世期における説話の世界を読み解いていく。 

『今昔物語集』には様々な内容の説話が収載されているが、とくに怪異譚を中心とした巻二十七「本朝付霊鬼」を読む。霊魂や鬼

に関する話を中心に、狐などの動物、変化のものの話が含まれる巻であり、陰陽師も登場する。 

講義は演習形式で行う。一人一話ずつ担当話を決め、注解の発表をしてもらい、質疑応答を行う。 

 

Through group reading of Konjaku Monogatarishu, students will read and understand the world of narratives in Japan's Middle 

Ages. 

From the many varied narratives contained in Konjaku Monogatarishu, the class will focus on reading Volume 27, 

"Honchotsuketari Reiki." Centered on tales of spirits and demons, the volume includes stories of shapeshifters and animals 

such as foxes; onmyoji diviners appear as well. 

Lectures will be conducted in exercise format. Each participant will be assigned a story and will give a presentation on 

annotations, with questions and answers following. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、『今昔物語集』概観 

2. 発表の仕方の説明、発表順決め 

3. 輪読発表１ 

4. 輪読発表２ 

5. 輪読発表３ 

6. 輪読発表４ 

7. 輪読発表５ 

8. 輪読発表６ 

9. 輪読発表７ 

10. 輪読発表８ 

11. 輪読発表９ 

12. 輪読発表１０ 

13. 輪読発表１１ 

14. 輪読発表１２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読する話は事前に読んでおくこと。 

発表で足りなかったこと、指摘されたことをさらに調べ追及する。追加で調べた内容はレポートに盛り込むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/輪読発表(45%)/リアクションペーパー、質疑応答の参加状況(10%) 

自分の発表をこなせばよいということではなく、他人の発表にも耳を傾け、質疑応答には積極的に参加すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池上洵一、2001、『今昔物語集 本朝部 下』、岩波書店 (ISBN:9784003001943) 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2003、『今昔物語集を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:9784790709671) 

そのほか注解のための必須図書は講義時に指示する。 

資料は独占せず、図書館からの借り出しを控えること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｂ 

(Introductory Seminars E2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世文学研究の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学の代表的作品を読み、日本文学研究の基礎的方法を習得します。 

 

Students will read representative works of early modern literature, and will learn basic methods of Japanese literature research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学の基本的な学び方（文献の検索、レジュメやレポートの作成、発表やディスカッション）を習得します。授業では、近世文

学作品のなかから各自興味のある作品を選んで翻刻、語釈、現代語訳を行い、疑問点や問題点を見つけます。そのうえで先行

研究を参考に関連資料を集めて作品分析を行い、自身の見解を発表します。また、その成果を文章化してレポートとしてまとめま

す。 

 

Students will acquire the basics of studying Japanese literature (literature search, outline and report writing, presentations, and 

discussions). In the class, students will select a work of interest from among early modern literary works, transcribe the work, 

explain its phrases, and translate it into contemporary language, as well as uncover questions and problems. Based on this, 

students will refer to prior research to collect related materials and conduct analysis of the works, then present their own 

views. They will also put their findings into writing and summarize them as reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 日本近世文学について、くずし字読解について 

3. 発表の方法、レポートの書き方 

4. 学生による発表（仮名草子） 

5. 学生による発表（浮世草子１） 

6. 学生による発表（浮世草子２） 

7. 学生による発表（読本１） 

8. 学生による発表（読本２） 

9. 学生による発表（黄表紙） 

10. 学生による発表（洒落本） 

11. 学生による発表（滑稽本） 

12. 学生による発表（俳諧１） 

13. 学生による発表（俳諧２） 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

指定のテキストのほか、授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｃ 

(Introductory Seminars E2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学の基礎研究 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小人数の受講者が授業参加するなかで、発表や討論に関する知識や方法を体得し、近現代日本文学の作品について理解を深

める。 

 

Through classes with a small number of participants, students will acquire knowledge and learn methods related to the 

presentations and discussions, and will deepen their understanding of works of near modern Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本の文学作品を研究する、とはどういうことだろうか。受講を予定する皆さんの多くは、中学校・高等学校で教科書掲載

作品として近現代日本文学を読んできた筈だが、その際の経験がこの入門演習では大いに、だが別様に活かされることだろう。

「大いに」というのは、この授業が教科書掲載の短篇をテキストとするからだ。「別様に」というのは、受講者がむしろ授業者になる

からだ。皆さんはまず、オリエンテーションに参加するなかで、文献を集める・レジュメを作る・発表を行う・レポートを書く――ため

の方法を学ぶ。そして学んだ内容を授業時間外に実地に移し、第六回以降の発表や討論に（さらに課題提出に）反映させなけれ

ばならない。授業担当者は、そのような活動のなかで研究の意義についても考えて頂きたいと期待している。なお発表時間は一

人当たり二〇分程度。また授業内容や計画は修正することがあるから、注意すること。 

 

What does it mean to study near modern Japanese literary works? Many of the students planning to attend the lectures will 

have read modern and contemporary Japanese literature as works in junior high and high school textbooks. That experience will 

be utilized to a great degree, albeit in a different way, in this introductory seminar. "Great degree" is noted as the lectures will 

use short stories from textbooks as their texts. "Different way" is noted as the lecture attendees themselves will become class 

participants. During the orientation, the participants will first learn methods for gathering literature, creating outlines, conducting 

presentations, writing reports, etc. Students will then put the content of the studies into practice outside of class hours, and, 

from the sixth session onward, must reflect this in presentations and discussions (as well as in assignment submissions). The 

class leader will also expect students to consider the significance of research within such activities. The time for presentations 

will be about twenty minutes per person. Students should take note that class content and plans are subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：各作品を担当する発表者の決定ほか 

2. どのように文献を集めるか：図書館で？ネットで？ 

3. どのような観点で発表するか：作品論・作家論ほか 

4. どのようにレジュメを作るか：構成・表記など諸注意点 

5. 模擬発表：黒島伝治「二銭銅貨」「豚群」 

6. 受講者による発表その一：夏目漱石「夢十夜」から二章 

7. 受講者による発表その二：森鴎外「最後の一句」「高瀬舟」 

8. 受講者による発表その三：芥川龍之介「羅生門」「蜜柑」 

9. 受講者による発表その四：志賀直哉「城の崎にて」／横光利一「蠅」 

10. 受講者による発表その五：梶井基次郎「檸檬」／宮沢賢治「なめとこ山の熊」 

11. 受講者による発表その六：太宰治「走れメロス」「富嶽百景」 

12. 受講者による発表その七：中島敦「山月記」「名人伝」 

13. 受講者による発表その八：阿部公房「赤い繭」＊以上から八人（篇）を選ぶ 

14. おわりに：どのようにレポートを書くか＊または予備時間 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

まず授業計画で示した作品を、できるだけ多く第一回までに読んでおくこと。そして担当を希望する作品を複数決めておくこと。次

に開講後、受講者は折に触れ提示された知識や方法を反芻し、かつ参考文献を渉猟することが求められる。また担当する作品

が決定した後は発表準備を怠りなく進めること。なお第六回以降、当該時に発表を担当しない受講者も事前に作品を精読して各

自の「読み」を固め、発表者に相応の助言を行うべく用意し、授業に臨むことが求められる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/担当作品に関する研究発表(40%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパー

(30%) 

本授業は、発表や討論に関する知識や方法の体得を一義とする。ゆえに、一、単位取得のためには研究発表が必須である。な

おやむを得ず担当回を欠席した場合は、改めて発表の機会が与えられる。二、単位取得のためには７割（14 回のうち 10 回）以

上の出席を必要とする。また 30分を超えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。ただし電車等遅延による遅刻の場合

は相談に応じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回～第五回のテキストは、授業者が用意する。第六回～第一三回のテキストは、発表担当者自身が本学池袋図書館などで

全集などを複写し、受講者に頒布する。詳細は第一回の授業において説明する。受講者各位は必ず出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2012/6、2017/3 改訂、『MASTER WRITING』、立教大学 大学教育開発・支援センタ

ー 

2. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2016/3、『MASTER PRESENTATION』、立教大学 大学教育開発・支援センター 

ほか適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は二～三名から成る八班に分かれる。第六回～第十三回において毎回一班が発表を行い、別の一班が司会を担当す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｄ 

(Introductory Seminars E2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

Students will read texts from recent modern literature from the perspectives of problem organization, annotation, and textual 

analysis, will learn methods and knowledge related to literary research, and will acquire the ability to write logical compositions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波文庫 

 

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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■AT025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｅ 

(Introductory Seminars E2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学を大学で研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

The course aims to have students acquire fundamental knowledge and methods for researching the modern and contemporary 

literature of Japan at university, while also acquiring the skills for participating in exercise-format classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な項目は以下の通りです。 

１ 文献・資料の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

The course will first use a lecture format to explain the skills for taking part in exercise-format classes. The main items are as 

follows. 

1. Methods of searching and collecting documents and materials 

2. How to configure presentation content 

3. How to create presentation materials 

4. How to perform oral presentations 

5. How to create reports 

Next, class participants will divide and share works of text, and will engage in presentations and discussions in exercise format, 

with the goal of gaining basic perspectives for understanding the characteristics of recent contemporary Japanese literature 

and Showa era literature prior to WWII. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：文献・資料の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. 参加者による報告と討議８・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半の講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求められま

す。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇１』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／日本文学研究法 

(Preliminary Studies in Japanese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語・日本文学の研究に関する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

井野 葉子(INO YOKO) 

平井 吾門(HIRAI AMON)    

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語・日本文学を研究するための方法をわかりやすく解説し、日本文学専修の学生に必要なスキルを身につけさせる。 

 

The class will provide easily understood explanations of methods for researching Japanese language and literature, and give 

students the skills required for students of Course in Japanese Literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本とは何か、日本語・日本文学とは何か、それを学ぶことの意義やおもしろさはどこにあるのかを幅広い観点から講義する。実

際の授業は、毎回、日本文学専修の専任教員が交替で行う。資料はその都度用意する。毎回、コメントあるいは小レポートを提

出してもらう。 

 

Lectures will take wide-ranging perspectives on the questions of what Japan is, what the Japanese language and literature are, 

and where the significance and interest lie in learning about these. Actual classes will alternate each session among full-time 

faculty members in the Course in Japanese Literature. Materials will be prepared each time. Students will submit comments or 

short reports each session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講義１ 

3. 講義２ 

4. 講義３ 

5. 講義４ 

6. 講義５ 

7. 講義６ 

8. 講義７ 

9. 講義８ 

10. 講義９ 

11. 講義１０ 

12. 講義１１ 

13. 講義１２ 

14. 講義１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当者の指示に従い、事前にコメントまたは小レポートを準備し提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（コメント、小レポートを含む）(60%) 

最終レポートは、最も印象に残った講義で扱われた問題に関しての考察をしてもらう 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT101／演習 Ｅ１ 

(Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏教説話を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代・中世の仏教説話を精読し、その文学的特質を理解するとともに、基本的な資料の集め方、調べ方を修得する。 

 

Students will carefully read ancient and medieval Buddhist narratives, understand the literary characteristics of these, and learn 

how to collect and investigate basic materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、諸宗兼学の学僧無住が撰述した『沙石集』を中心に読み進める。『沙石集』は、多くの因果応報譚や往生譚などを収め

る仏教説話の宝庫だが、特に巻一は神々にまつわる物語が多数集められており、それらは古代から中世にかけて発展した仏教

思想を考える上で、極めて重要な説話といっていいだろう。本演習では、この無住の目に映った同時代の信仰世界を、輪読形式

で丁寧に読み解いていく。 

 

In this semester, the class will place its focus on Shasekishu, written by the scholarly monk Muju. A treasure trove of Buddhist 

parables, many of which concern retribution and death, Shasekishu collects many tales associated with the gods, particularly in 

its first volume. These are extremely valuable narratives for considering Buddhist thought in its development from ancient times 

to the Middle Ages. Through careful group reading, students in the seminar will understand the world of faith in the same era 

that was seen by Muju. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教説話を読むための基礎知識 

3. サンプル授業 

4. 受講生による発表と合評 

5. 受講生による発表と合評 

6. 受講生による発表と合評 

7. 受講生による発表と合評 

8. 受講生による発表と合評 

9. 受講生による発表と合評 

10. 受講生による発表と合評 

11. 受講生による発表と合評 

12. 受講生による発表と合評 

13. 受講生による発表と合評 

14. まとめ／最終レポートの提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/レスポンスシート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小島孝之編、『沙石集』（新編日本古典文学全集 52）、小学館 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 
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注意事項（Notice） 
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■AT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT102／演習 Ｅ２ 

(Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖地と文学 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖地に関する資料を、自ら調べ発表することで、前近代における信仰の多様性を理解するとともに、古典文学を立体的に把握す

るための視点を構築する。 

 

By examining and presenting materials related to holy places, students will understand the diversity of faith in the pre-modern 

era and will build a perspective for holistically assessing classical literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、霊山信仰を取り上げる。日本の国土は、多くが山地で占められており、中でも神霊が鎮座すると考えられた神奈備の

山や、仏教者の修行場であった峻険な山岳などは、信仰の対象として人々の崇敬を集めてきた。このような聖地をめぐって、様々

な霊験譚が生み出され、多様な縁起や絵画が制作されてきたのである。本演習では、こうした資料を、受講生が自分で調査・読

解・発表することで、聖地に関する文献の集め方、調べ方を身につけるとともに、霊山信仰の特質や霊場と文学の関係について、

より深く理解することを目標とする。 

 

This semester will take up reizan faith. Much of Japan's land is covered by mountains. Among these, kannabi mountains thought 

to be where divine spirits are enshrined, and steep mountains where Buddhists performed religious austerities, were particularly 

the subject of reverence. Various miraculous narratives have been created around such holy places, and diverse auspicious 

works and paintings have been produced. In the seminar, course takers will examine, read, and present such materials on their 

own to learn ways of collecting and investigating literature concerning holy places, as well as to learn more about the nature of 

reizan faith and the relationship between literature and holy spots, with the goal of deepening understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 霊山信仰の諸相 

3. サンプル発表 

4. 受講生による発表と合評 

5. 受講生による発表と合評 

6. 受講生による発表と合評 

7. 受講生による発表と合評 

8. 受講生による発表と合評 

9. 受講生による発表と合評 

10. 受講生による発表と合評 

11. 受講生による発表と合評 

12. 受講生による発表と合評 

13. 受講生による発表と合評 

14. まとめ／最終レポートの提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/レスポンスシート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT103／演習 Ｅ３ 

(Seminars E3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 

 At the time that Genji Monogatari was written, people read the work as contemporary literature, so there was no need for 

annotations. However, with the passage of time, readers no longer understood the language of the time or the practices of the 

ancient imperial court, making annotations necessary. The work of annotating has come from the cloistered rule period to the 

present age, and through this vast accumulation of annotations, modern people are able to read Genji Monogatari. 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines with ordered notes covering 

ancient to modern annotations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT104／演習 Ｅ４ 

(Seminars E4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 演習 E3 で扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 At the time that Genji Monogatari was written, people read the work as contemporary literature, so there was no need for 

annotations. However, with the passage of time, readers no longer understood the language of the time or the practices of the 

ancient imperial court, making annotations necessary. The work of annotating has come from the cloistered rule period to the 

present age, and through this vast accumulation of annotations, modern people are able to read Genji Monogatari. 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines with ordered notes covering 

ancient to modern annotations. 

 Students will continue reading parts covered in Seminars E3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT105／演習 Ｅ５ 

(Seminars E5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『平家物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世以来長く読み継がれてきた『平家物語』の代表的な章段を取りあげ，一つ一つの表現を大切にしながら物語世界をていねい

に読み解き，その特質を理解する． 

 

The course will take up representative chapters of Heike Monogatari, a work that has been read since the Middle Ages. 

Students will carefully read and interpret the narrative world of the work while treasuring each expression, and will gain 

understanding of the characteristics of the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに『平家物語』について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねていく．

担当者は，注釈書や先行研究を参照し，それを踏まえながら，表現の特質，物語の構造，諸本の違い，挿絵と本文の関係，物語

を生み出しはぐくんだ環境，後世への影響などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員でてい

ねいに読解していくことによって，物語のさまざまな魅力を掘り起こしていくつもりである． 

 

The course will first provide an outline of Heike Monogatari and explain how the seminar will proceed. Following this, seminar 

leaders will be determined, and presentations and question and answer sessions will take place. Using annotations and prior 

research as references, seminar leaders will analyze, investigate, and make presentations on characteristics of expression, the 

structure of the story, the differences among books, the relation between the body of text and book illustrations, the 

environment that gave birth to the tale, and influences on later generations, from the respective viewpoints of each. Through 

careful reading by all participants, the course aims to unearth the many attractions of the story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表方法等の指示 

2. 『平家物語』概説 

3. 担当者による発表と討論１ 

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. 担当者による発表と討論１２・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/質疑応答と各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大津雄一・平藤幸編、2014、『平家物語覚一本 全 改訂版』、武蔵野書院 (ISBN:978-4-8386-0650-4) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 梶原正昭・山下宏明校注、1991/1993、『平家物語 上・下』、岩波書店 (9784002400440／9784002400457) 

2. 日下力・鈴木彰・出口久徳、2005、『平家物語を知る事典』、東京堂出版 (ISBN:978-4-490-10664-0) 

その他は授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

発表は個人発表の形で行う。受講生は、発表を踏まえた質疑応答に積極的に加わること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT106／演習 Ｅ６ 

(Seminars E6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『平家物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

軍記物語の代表的な作品である『平家物語』からいくつかの話を取り上げ、様々な資料を的確に用いて読解する。 

 

The course will take up several stories from Heike Monogatari, a representative gunki monogatari war tale, and will make 

appropriate use of various materials to read and interpret the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『平家物語』や用いる資料について説明し、演習の進め方を提示する。担当者は、諸注釈や諸本、先行研究を参考にしつつ、問

題点を明らかにして報告する。担当者による発表と質疑を重ねることで、物語の読みを深めていく。 

 

The course will explain Heike Monogatari and the materials used, and will show how the seminar will proceed. Seminar leaders 

will refer to annotations, books, and prior research to clarify problem areas and make reports. Through questions and 

presentations by seminar leaders, students will deepen their reading of the story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『平家物語』概説 

2. 発表・調査の方法等の説明 

3. 担当者による発表と討論① 

4. 担当者による発表と討論② 

5. 担当者による発表と討論③ 

6. 担当者による発表と討論④ 

7. 担当者による発表と討論⑤ 

8. 担当者による発表と討論⑥ 

9. 担当者による発表と討論⑦ 

10. 担当者による発表と討論⑧ 

11. 担当者による発表と討論⑨ 

12. 担当者による発表と討論⑩ 

13. 担当者による発表と討論⑪ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う物語の章段を事前に読んでおき、疑問点などを整理しておくこと。発表・レポートの準備を早めに始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/各回のコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原正昭、山下宏明校注、1991、『平家物語 上（下）』 新日本古典文学大系、岩波書店 

その他は授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT107／演習 Ｅ７ 

(Seminars E7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『枕草子』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 平安時代を代表する作品『枕草子』からいくつかの章段を取り上げ精読することで、平安文学・文化の特質を知る。古典文学の

読解の方法を学び、調査・研究した結果を発表する力を養う。 

 

 Students will learn about the characteristics of Heian period literature and culture by taking up and closely reading several 

chapters from Makura no Soshi (The Pillow Book), a representative work of the period. Students will learn methods for reading 

and interpreting classical literature, and will cultivate the ability to present the findings of their investigations and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『枕草子』を、現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『枕草子』について概説し、演習の

進め方について説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研

究を参考にしながら、担当箇所だけでなく、その箇所が作品のなかでどのように位置づけられるのかを考えながら、各自が取り上

げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。他のテキストや歴史との関わりなど多角的視野から分

析調査する。参加者全員のていねいな読解によって、『枕草子』の表現世界に迫る。 

 

The class will engage in careful reading of Makura no Soshi, comparing and considering readings of representative modern-day 

annotations. The first session will present an outline of Makura no Soshi, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will consider not only the parts of the text under their 

charge but also how those parts are positioned within the work. They will raise problem areas in the interpretation of the scenes 

they take up, and will report on how to read the scenes. Analysis and investigation will adopt multifaceted standpoints, including 

relationships with other texts and with history. Through careful reading by all of the participants, the class will approach the 

world of expression in Makura no Soshi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 『枕草子』概説 発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査の方法 

3. 担当者による発表と討論 1  

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 春学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『枕草子』全体を読んでおくこと。 

各回で扱う章段を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などへの貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 津島知明・中島和歌子、2010、『新編 枕草子』、おうふう (ISBN:9784273035617) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT108／演習 Ｅ８ 

(Seminars E8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『うつほ物語』俊蔭巻を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安時代の作品『うつほ物語』の最初の巻である俊蔭巻を精読することで、平安時代の作品の読解法・多角的読み解きを学ぶと

ともに、研究・調査した結果を発表する力を養う。 

 

Through close reading of Toshikage-no-maki, the first volume of the Heian period work Utsuho Monogatari, students will learn 

methods for multifaceted reading and interpretation in the Heian period, and will cultivate the ability to present the findings of 

their research and investigations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『うつほ物語』は『竹取物語』とともに『源氏物語』以前に書かれた物語史において重要な作品である。魔法ともいえるような琴の

伝授の物語でもある。『源氏物語』には魔法はないが、それ以前のこの物語にはそうした不思議が語られる。本授業ではそうした

不思議が物語られる平安時代の作品を精読することを通して、物語とは何かを考える手がかりを得たり、後の作品を読むときの

視野を手に入れてもらいたい。 

現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『うつほ物語』について概説し、演習の進め方に

ついて説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研究を参考に

しながら、各自が取り上げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。参加者全員のていねいな読解

によって、『うつほ物語』の表現世界に迫る。 

 

Along with Taketori Monogatari, Utsuho Monogatari is an important work in history of stories written before Genji Monogatari. It 

is also a story of initiation into a seemingly magical koto harp. There is no magic in Genji Monogatari, but such wonders are 

spoken of in this earlier tale. Through careful reading of a Heian period work that speaks of such wonders, students in the 

course will gain keys for thinking about what stories are, and will obtain perspectives for use in reading later works. 

Students will engage in careful reading while comparing and considering various readings of representative annotations from the 

present day. The first session will present an outline of Utsuho Monogatari, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will raise problem areas in the interpretation of the 

scenes they take up, and will report on how to read the scenes. Through careful reading by all of the participants, the class will 

approach the world of expression in Utsuho Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 調査・発表の仕方 

2. 『うつほ物語』概説 

3. 担当者による発表と討論１ 

4. 担当者による発表と討論 2 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 秋学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

室城秀之 『うつほ物語』角川ソフィア文庫（ビギナーズクラシックス)で物語全体のあらすじをつかむこと。 

各回で扱う場面を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 
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発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などの参加貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中野幸一、2002、『新編日本古典文学全集  『うつほ物語③』』、小学館 

2. 室城秀之、1995、『うつほ物語 全 改訂版』、おうふう 

少なくとも上記のどちらかのテキストを手元に置いて本文を確認することが望ましい。購入は強要しないが、発表時（自他ともに）

において、本文を確認できるような準備をすること。 俊蔭巻については、私の方からプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 室城秀之、2007、『うつほ物語』角川ソフィア文庫（ビギナーズクラシックス）  』、角川学芸出版 

2. 学習院大学平安文学研究会、2013、『うつほ物語大事典』  』、勉誠出版 

その他授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT109／演習 Ｅ９ 

(Seminars E9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新古今時代の四季の歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新古今時代の四季の歌の読解をとおして古典和歌の分析方法を習得すると同時に新古今時代の和歌についての理解を深め

る。 

 

Through the reading and interpretation of poems of the seasons in the Shinkokin era, students will learn methods of analyzing 

classical waka while deepening their understanding of waka poetry in the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和歌史において新古今時代と呼ばれる１２世紀末～１３世紀初頭は題詠の技法が頂点に達し、その歌風は和歌史上屈指の華麗

さで知られている。この時代に詠まれた和歌はその多くが題詠であり、そこに詠まれた風景や心情は架空のものである場合が多

い。新古今時代の和歌の美しさは題詠という虚構の上に成立しているのである。本授業では、新古今時代の四季の歌を分析す

ることによってこの時代の和歌の虚構の方法について考えていく。本授業は受講生が順番に発表する輪読形式である。受講生

には１首ないし数首の和歌を担当してもらうことになる。この作業をとおして和歌を分析する手法を学んでもらう。なお教材は『千

五百番歌合』において宮内卿が詠んだ和歌を用いる予定である。 

 

From the end of the 12th century to the early 13th century, a time in the history of waka called the Shinkokin era, the 

techniques of daiei, or composing poems on previously given subjects, reached their peak, creating a style of poetry that is 

considered among the most exquisite in the history of waka. Many of the waka read aloud in this era were daiei, and the 

landscapes and feelings in the poems were often fictitious. The beauty of waka in the Shinkokin era is built on the fiction known 

as daiei. In this class, students will consider the methods of fiction in waka in the Shinkokin era, by analyzing poems of the four 

seasons in the era. The class will be held in group reading format, with participants taking turns in making presentations. 

Students will be put in charge of one or several waka poems. Through the tasks, students will learn methods for analyzing waka. 

As teaching materials, the class will use the waka that Kunai-kyo sang in Sengohyakuban uta-awase. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当教員による模擬発表・分担決定 

3. 受講生による発表 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. まとめ 

※受講生の状況により内容・順番等が変更になる場合があります。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(40%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT110／演習 Ｅ１０ 

(Seminars E10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新古今時代の恋歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新古今時代の恋歌の読解をとおして古典和歌の分析方法を習得すると同時に新古今時代の和歌についての理解を深める。 

 

Through the reading and interpretation of romantic poems in the Shinkokin era, students will learn methods of analyzing 

classical waka while deepening their understanding of waka poetry in the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和歌史において新古今時代と呼ばれる１２世紀末～１３世紀初頭は題詠の技法が頂点に達し、その歌風は和歌史上屈指の華麗

さで知られている。この時代に詠まれた和歌はその多くが題詠であり、そこに詠まれた風景や心情は架空のものである場合が多

い。新古今時代の和歌の美しさは題詠という虚構の上に成立しているのである。本授業では、新古今時代の恋歌を分析すること

によってこの時代の和歌の虚構の方法について考えていく。本授業は受講生が順番に発表する輪読形式である。受講生には１

首ないし数首の和歌を担当してもらうことになる。この作業をとおして和歌を分析する手法を学んでもらう。なお教材は『千五百番

歌合』において宮内卿が詠んだ和歌を用いる予定である。 

 

From the end of the 12th century to the early 13th century, a time in the history of waka called the Shinkokin era, the 

techniques of daiei, or composing poems on previously given subjects, reached their peak, creating a style of poetry that is 

considered among the most exquisite in the history of waka. Many of the waka read aloud in this era were daiei, and the 

landscapes and feelings in the poems were often fictitious. The beauty of waka in the Shinkokin era is built on the fiction known 

as daiei. In this class, students will consider the methods of fiction in waka in the Shinkokin era, by analyzing romantic poems in 

the era. The class will be held in group reading format, with participants taking turns in making presentations. Students will be 

put in charge of one or several waka poems. Through the tasks, students will learn methods for analyzing waka. As teaching 

materials, the class will use the waka that Kunai-kyo sang in Sengohyakuban uta-awase. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当教員による模擬発表・分担決定 

3. 受講生による発表 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. まとめ 

※受講生の状況により内容・順番等が変更になる場合があります。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(40%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT111／演習 Ｅ１１ 

(Seminars E11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『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） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子『寛濶平家物語』（宝永 7 年（１７１０）刊）を精読します。 近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、

当時の文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari, an ukiyozoshi work published in 1710. The goal is to grasp the 

characteristics of early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of 

the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『寛濶平家物語』を輪読形式で精読します。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）の「世之介」の息子として設定された「色盛」が主人公です。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表者

は、本文を翻刻して語釈を施し、西鶴作浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等の古典利用、当時の文化風

俗について調査します。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari in group reading format. The book, published in 1710 by an unknown 

author, is a romantic ukiyozoshi work. Its amorous main character is presented as the son of Yonosuke from The Life of an 

Amorous Man by Saikaku. In each session, the class will determine a presentation leader and engage in presentations and 

discussions. The presenter will transcribe and explain the text, and investigate relationships with other works such as ukiyozoshi 

by Saikaku, the use of classics such as Heike Monogatari, and cultural customs of the times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT112／演習 Ｅ１２ 

(Seminars E12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『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） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子『寛濶平家物語』（宝永 7 年（１７１０）刊）を精読します。 近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、

当時の文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari, an ukiyozoshi work published in 1710. The goal is to grasp the 

characteristics of early modern literature, learn methods of research, and deepen understanding of the culture and customs of 

the era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『寛濶平家物語』を輪読形式で精読します。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）の「世之介」の息子として設定された「色盛」が主人公です。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表者

は、本文を翻刻して語釈を施し、西鶴作浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等の古典利用、当時の文化風

俗について調査します。 

 

Students will carefully read Kankatsu Heike Monogatari in group reading format. The book, published in 1710 by an unknown 

author, is a romantic ukiyozoshi work. Its amorous main character is presented as the son of Yonosuke from The Life of an 

Amorous Man by Saikaku. In each session, the class will determine a presentation leader and engage in presentations and 

discussions. The presenter will transcribe and explain the text, and investigate relationships with other works such as ukiyozoshi 

by Saikaku, the use of classics such as Heike Monogatari, and cultural customs of the times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT113／演習 Ｅ１３ 

(Seminars E13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 腹の中の幽鬼が悪さをして腹痛に苦しむ話 

2. 一人娘を託して死んだ兄の幽霊に叱られた話 

3. 僧侶を怖れる幽鬼を見て仏の存在を信じた話 

4. 網を張って人を捕まえようとする鬼を捕獲した話 

5. 人々が草むらの中で幽鬼が歌舞をする姿をみた話 

6. 官邸の建築費用を着服して死者に濡れ衣を着せた話 

7. 幽鬼に悪戯した子供をみつけて病気にかからせた話 

8. 幽鬼を見ることができる人が墓の主を当てた話 

9. 死んだ友が現れて生前の約束をはたした話 

10. 家に住みついて盗み食いする幽鬼を毒粥で追い出した話 

11. 虹が男に変じて人妻との間で子をもうけた話 

12. 蟹捕り罠にかかった妖怪を捕まえて燃やした話 

13. 地震の後に現れた赤龍が地に落ちて肉に変じた話 

14. 男が山奥の洞窟で遭遇した巨人に射殺された話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２  』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT114／演習 Ｅ１４ 

(Seminars E14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全身を毛に覆われた巨人に山の茶畑に連れて行かれた話 

2. 柳の木の上で露を舐めている赤衣の巨人を目撃した話 

3. 二つ顔の巨人と犬に追いかけられ、禍に遭った話 

4. 幽霊屋敷に住む男が人に変化して繁殖する妖怪に遇った話 

5. 犬の姿から人に変化して襲いかかる妖怪を退治した話 

6. 人に退治された二人の妖怪が鴨の姿に変じて天に昇った話 

7. 二人の男を捕らえて見ると蝶蝶になって飛んでいった話 

8. 度々巨人の夢を見た男が実際に家に潜む巨人を退治した話 

9. 病気の母の所に落ちて来た死人の首を土に埋めた話 

10. 寝床に落ちて来た人の頭を見て後に禍に遭った話 

11. 戦の最中、死霊が火となって山を飛び交っていた話 

12. 畑のネギが引き抜いてもないのに縮み、後に禍に遭った話 

13. 射かけた鹿の霊が宿る樹を切って板にしたために禍に遭った話 

14. 船旅中に出会った白衣の女が白鷺に変じて飛んで行った話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 



 - 1555 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２  』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT115／演習 Ｅ１５ 

(Seminars E15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宮沢賢治詩集の日本語学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト分析に際して日本語学の基礎知識を応用して多角的な考察ができるようになること。 

 

Students will become able to apply fundamental knowledge of Japanese language studies to text analysis, to consider text from 

multiple angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宮沢賢治の詩集について日本語学的に分析していきます。具他的には、疑問仮名遣いの処理や借用語音韻論、語彙の位相や

国語政策との関わりなど、音韻・表記・語彙・文法その他の日本語学的知見からテキストを読み解いていき、近代日本語の資料と

しての意義を評価していきます。日本語学の基礎知識の定着と応用が目的ですので、文学的な考察は一切行いません。 

 

The course will analyze collections of the poetry of Kenji Miyazawa in terms of Japanese linguistics. Specifically, the class will 

perform readings and interpretation of texts from a basis in phonology, notation, vocabulary, grammar, and other aspects of 

Japanese linguistics, as well as connections to Japanese language education policy, treatment of interrogative kana 

orthography, loanword phonology, vocabulary phases, etc. Doing so, the class will evaluate the significance of the works as 

modern Japanese-language materials. As the purpose is the establishment and application of fundamental knowledge of 

Japanese language studies, literary study will not be conducted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 

2. 発表見本 

3. 受講者による発表① 

4. 受講者による発表② 

5. 受講者による発表③ 

6. 受講者による発表④ 

7. 受講者による発表⑤ 

8. 受講者による発表⑥ 

9. 受講者による発表⑦ 

10. 受講者による発表⑧ 

11. 受講者による発表⑨ 

12. 受講者による発表⑩ 

13. 受講者による発表⑪ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本語学の基礎があることを大前提に話を進めます。不安がある場合には、概説書等で自学自習に励むこと。また、授業中に指

摘された内容は、次回以降踏まえていなければ無意味ですので、授業中に咀嚼できなかった箇所も適宜復習してください。 

発表者以外の者も、十分にテキストを読み込み、考察を加えたうえで議論に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(40%)/討議への参加状況(20%) 

発表を休んだ場合、日本語学の演習として発表の体を成していない場合、５回以上欠席した場合には、評価の対象外となりま

す。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 日本語学会編、2018、『日本語学大辞典』、東京堂出版 (ISBN:9784490109009) 

2. 宮沢賢治、『【新】校本宮澤賢治全集』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT116／演習 Ｅ１６ 

(Seminars E16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世随筆の日本語学的読解 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世随筆について、日本語学の手法を用いて多角的に分析することができるようになること。そして、近世の学者がどのように日

本語を捉えていたのか？ということを、当時の他の学者や現代の知見と比較しつつ考察する意義を体感すること。 

 

Students will become able to analyze early modern essays from multiple angles, using techniques of Japanese language studies. 

Students will also experience the significance of considering the question of how early modern scholars viewed the Japanese 

language, making comparisons between scholars of the time and modern knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

石川雅望の随筆『ねざめのすさび』を（活字で）読んでいきます。崩し字の解読は行わず、内容について突っ込んだ議論を進めて

いきます。「随筆」の読解と言っても、文学的考察ではなく、先行研究や各種辞書の丹念な調査に基づく検証および議論が求めら

れます。 

 

The class will read (in print) the essay "Nezame no Susabi" by Ishikawa Masamochi. The class will proceed with in-depth 

discussions about content, without deciphering of running-form characters. Comprehension of essays here does not mean 

literary consideration; rather, what is sought is verification and discussion based on prior research and careful examination of 

dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 

2. 発表見本 

3. 受講者による発表① 

4. 受講者による発表② 

5. 受講者による発表③ 

6. 受講者による発表④ 

7. 受講者による発表⑤ 

8. 受講者による発表⑥ 

9. 受講者による発表⑦ 

10. 受講者による発表⑧ 

11. 受講者による発表⑨ 

12. 受講者による発表⑩ 

13. 受講者による発表⑪ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者だけではなく、すべての受講者が毎回のテキストを読み込み、必要に応じて調査してくることで活発な議論を展開すること

が求められます。また、発表を追うごとに考察に深みが増してくる必要があるので、前回までの議論をよく復習することも大切で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

発表を欠席した場合や発表の体を成していない場合、3 回以上欠席した場合には評価の対象外とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回にプリントを配布します。 

 

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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■AT117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT117／演習 Ｅ１７ 

(Seminars E17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明開化と日本語 

担当者名 

（Instructor） 
木村 一(KIMURA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀の日本語研究資料（文法書・辞書・会話書など）を扱いながら、当時のことば（古典語の要素を含む）について、文法・音

韻・表記・語彙などから多面的に調べ、考える。 

あわせて関連資料との比較検討を行う。 

様々な資料を活用することで，該当文献資料を日本語学的に整理，調査，考察することを目標とする。 

・日本語学的事象に対して，適切な説明・対応ができる。 

・発表内容に対して日本語学的見解から討議できる。 

・学習内容を自身の関心あるテーマに応用できる。 

 

Taking up 19th century Japanese language research materials (grammars, dictionaries, conversation books, etc.), the class will 

engage in multifaceted examination and consideration of the language of the time (including elements of classical language), 

including grammar, phonology, notation, and vocabulary. 

The class will also compare and consider related materials. 

By utilizing various materials, the class will aim to organize, investigate, and consider relevant literature materials in terms of 

Japanese linguistics. 

・Students will become able to appropriately explain and handle Japanese linguistic phenomena. 

・Students will become able to debate the content of presentations from a Japanese linguistics viewpoint. 

・Students will be able to apply what they have learned to themes of their own interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は，担当部分について発表を行う。その際に，語彙・語法で注意すべき事項について検討を行う。また，基礎的な調査方

法を習得する機会ともしたい。古典語から現代語へ変遷していく過程についても概観する予定である。 

数回にわたり，演習の進め方についての解説，演習担当者の決定，関連資料の利用方法などの説明を行う。その後，発表と質

疑応答を中心に授業を進める。なお，必要に応じて，プリントなどの資料を配布して，受講者による調査・作業も行う予定である。 

 

The course participants will conduct presentations on the areas under their charge. In doing so, students will examine matters 

of note in terms of vocabulary and usage. The course also aims to provide opportunities to learn fundamental methods of 

research. It will further outline the process by which classical language transitions to contemporary language. 

Over several sessions, the course will explain how the seminar will proceed, decide on seminar leaders, and explain how to use 

related materials. After that, classes will focus on presentations and on questions and answers. Materials such as prints will be 

distributed as needed, and surveys and work by course participants are also planned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学期導入 

2. 資料紹介 

3. 発表資料の作成方法 

4. 図書館・データベースなどの使い方 

5. 発表割り当て 

6. 発表・討議１ 

7. 発表・討議２ 

8. 発表・討議３ 

9. 発表・討議４ 

10. 発表・討議５ 

11. 発表・討議６ 

12. 発表・討議７ 

13. 発表・討議８ 

14. 学期まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習については，事前に配布された資料などで，内容を確認し授業にのぞむこと。 

復習については，発表箇所で問題となった点などを整理・理解し，次回の授業にのぞむこと。 

積極的な授業への取り組みを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表資料(40%)/出席および授業参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT118／演習 Ｅ１８ 

(Seminars E18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学を日本語学の観点から分析する 

担当者名 

（Instructor） 
阿久津 智(AKUTSU SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の文章を日本語学的に分析する方法を修得する。 

 

Students will learn methods for analyzing Japanese text in terms of Japanese linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『土左日記』（『土佐日記』）を日本語学の観点から分析する（文学作品としてではなく、日本語テキストとして扱う）。この授業では、

一つ一つの語や文について詳しく分析して発表してもらう。たとえば、『土左日記』の冒頭の文は、（原本をほぼそのまま伝えてい

るとされる）青谿書屋本や藤原為家本には、「をとこもすなる日記といふものを／をむなもしてみむとてするなり」とあるが、藤原定

家本では、「をとこもすといふ日記といふ物／をゝむなもして心みむとてする／なり」となっている。これらは、それぞれ、文法的に

どのように解釈できるか、というようなことについて、考えていきたい。 

 

The class will analyze Tosa Nikki from a viewpoint in Japanese linguistics (i.e., not as a literary work but as text for Japanese 

language study). This class will ask students to give a detailed analysis of individual words and sentences. For example, the 

opening sentence of Tosa Nikki (said to convey the original text almost exactly) is, in the Seikeishooku book and Fujiwara no 

Tameie book, "Wotoko mo sunaru nikki to ifu mono wo / womuna mo shite mimutote surunari," but in the Fujiwara no Teika 

book is "Wotoko mosu to ifu nikki to ifu mono / wo womuna mo shite kokoromimutote suru / nari." The course will consider 

how each of these can be interpreted grammatically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方について講義する 

2. 言語分析の方法について講義する 

3. 受講者による発表および討議（1） 

4. 受講者による発表および討議（2） 

5. 受講者による発表および討議（3） 

6. 受講者による発表および討議（4） 

7. 受講者による発表および討議（5） 

8. 受講者による発表および討議（6） 

9. 受講者による発表および討議（7） 

10. 受講者による発表および討議（8） 

11. 受講者による発表および討議（9） 

12. 受講者による発表および討議（10） 

13. 受講者による発表および討議（11） 

14. 受講者による発表および討議（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（授業前）発表担当予定者は、テキストの当該箇所の語彙や文法について調べたり考えたりして、発表の準備をし、配付資料を用

意しておく。ほかの受講者は、テキストの当該箇所を精読し、疑問点を整理しておく。（授業後）授業中に問題になった点などにつ

いて、整理したり調べたりして、理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（資料・内容）(40%)/授業への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木知太郎／山田瑩徹、1975、『新注校訂 『土左日記』』、武蔵野書院 (ISBN:978-4-8386-0537-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田亀鑑、1941、『古典の批判的処置に関する研究』、岩波書店 
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2. 萩谷朴、1967、『土佐日記全注釈』、角川書店 (ISBN:978-4047610095) 

3. 品川和子、1983、『土佐日記』、講談社 (ISBN:978-4061586055) 

4. 東原伸明、ローレン・ウォーラー、2013、『新編 土左日記』、おうふう (ISBN:978-4273036829) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT119／演習 Ｅ１９ 

(Seminars E19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
昭和文学における「空間」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「東京」という文学空間について考察する。 

「書くこと」について書く、という小説におけるメタフィクションの性格を考察する。 

エロティシズムの表象、言説を分析する。 

 

This course will consider the literary space known as Tokyo. 

It will consider the nature of meta-fiction in novels that write about writing. 

It will also analyze discourse and representations concerning eroticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

永井荷風「濹東綺譚」、岡本かの子「河明り」を教材として、小説の場所としての「川」、エロティシズム、技法について考察する。 

学生が調査し、発表し、ディスカッションすることを通じて考察を主体的に深める。 

 

Using Kafu Nagai's Bokuto Kidan (The Strange Story Of Oyuki) and Kanoko Okamoto's Kawa Akari (Stream of Light) as teaching 

materials, the course will study eroticism, techniques, and the river as a location of novels. 

Students will proactively deepen their examinations through investigations, presentations, and discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参考文献読解 

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） 

１、課題テキストの読解、研究 

２、担当箇所の調査、レジュメ作成 

３、リアクションペーパー執筆 

４、レポート執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/ディスカッション(10%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 永井荷風、『濹東綺譚』、岩波文庫 

2. 岡本かの子、『岡本かの子・ちくま日本文学』、筑摩書房 (ISBN:4480425675) 

 

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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■AT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT120／演習 Ｅ２０ 

(Seminars E20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
谷崎潤一郎「細雪」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が関心あるテーマ・キーワードをもって長編小説を考察する 

文学における「語り」を分析する方法を身につける 

小説における「日常」」や「風俗」を方法的に分析する手法を身につける 

 

Students will consider full-length novels dealing with themes and keywords of individual interest. 

Students will learn how to analyze narratives in literature. 

Students will acquire methods for methodically analyzing customs and the everyday in novels. 

 

授業の内容（Course Contents） 

谷崎潤一郎「細雪」をテキストに、各自が読解・調査、レジメ作成、発表を行う。 

ディスカッションを通じて考察を深める。 

 

Using Junichiro Tanizaki's Sasameyuki (The Makioka Sisters) as a text, students will engage in examination, creation of outlines, 

and presentations. 

Students will deepen their consideration through discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 参考文献読解 

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） 

テキストの読解と研究 

レジュメ作成 

リアクションペーパー執筆 

レポート執筆 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/ディスカッション(10%)/リアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷崎潤一郎、『細雪』（上・中・下）、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 金井美恵子、『お勝手太平記』、文芸春秋社 

2. 金井美恵子、『恋愛太平記』、集英社文庫 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT121／演習 Ｅ２１ 

(Seminars E21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
乾 英治郎(INUI EIJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の代表的な短編小説を分析的に読む作業を通じて、文学研究の基礎を習得します。 

 

Students will learn the basics of literary research through the work of analytically reading representative short stories from the 

Taisho period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が「レジュメ」と呼ばれる発表資料を作成し、口頭発表を行います（パワーポイントを使用した発表も視野に入れます）。 

次に、発表をふまえて受講者全員で討議し、作品を多角的に検証します。 

こうした一連の作業を通じて、発表資料の作り方・作品分析の方法論・資料の探し方・参考文献の用い方・発表の仕方などを実践

的に学んでいきます。 

最終的には、発表の成果を文章化し、レポートの形にまとめます。 

 

Students will create outlines as presentation materials and will deliver oral presentations (including presentations using 

PowerPoint). 

Next, course takers will all engage in discussions based on the presentations, and will examine the work from multiple angles. 

Through this series of tasks, students will engage in practical study of how to create presentation materials, methodologies for 

analysis of works, how to find materials, how to use reference materials, and how to deliver presentations. 

Ultimately, the outcomes of the presentations will be written and summarized in the form of reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. .ガイダンス─演習の目的と進め方の説明 

2. 模擬演習 芥川龍之介「羅生門」(講師） 

3. 参考文献の探し方・資料の作り方 

4. 研究のための方法論─「感想」から「分析」へ 

5. レポート・論文の書き方─「論理的に書く」ということ  

6. 発表と討議１ 森鴎外（以下、予定。作品名は講義中に指示します） 

7. 発表と討議 2 志賀直哉 

8. 発表と討議 3 谷崎潤一郎 

9. 発表と討議 4 佐藤春夫 

10. 発表と討議 5 菊池寛 

11. 発表と討議 6 宇野浩二 

12. 発表と討議 7 横光利一 

13. 発表と討議 8 梶井基次郎 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生の自主的な学習の場です。 

各回のテキストを受講者全員が精読し、討論の場で積極的に発言して下さい。 

また、気付いた点・疑問点・感想その他をリアクションペーパーという形で提出してもらいます（出席票の役割も兼ねます） 

発表者は必ず複数の先行文献に目を通すこと。 

文献を読む際に、レジュメ作成に必要な情報をメモするだけではなく、全体の構成・論理展開・引用の仕方・言葉の選び方などに

も留意しながら読み進めると、研究をする上で必要な論理的思考や表現力が身につきます（勿論、社会生活でも役立ちます）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/演習への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野龍也編、『大学生のための文学トレーニング 近代編』、三省堂 

2. 松本和也編、『テクスト分析入門—小説を分析的に読むための実践ガイド』、ひつじ書房 

3. 日本近代文学会編、『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』、ひつじ書房 

授業の中で適宜紹介します（尚、上記の参考文献の購入は必須ではありません）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT122／演習 Ｅ２２ 

(Seminars E22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
乾 英治郎(INUI EIJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の代表的な短編小説を分析的に読む作業を通じて、文学研究の基礎を習得します。 

 

Students will learn the basics of literary research through the work of analytically reading representative short stories from the 

Taisho period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が「レジュメ」と呼ばれる発表資料を作成し、口頭発表を行います（パワーポイントを使用した発表も視野に入れます）。 

次に、発表をふまえて受講者全員で討議し、作品を多角的に検証します。 

こうした一連の作業を通じて、発表資料の作り方・作品分析の方法論・資料の探し方・参考文献の用い方・発表の仕方などを実践

的に学んでいきます。 

最終的には、発表の成果を文章化し、レポートの形にまとめます。 

 

Students will create outlines as presentation materials and will deliver oral presentations (including presentations using 

PowerPoint). 

Next, course takers will all engage in discussions based on the presentations, and will examine the work from multiple angles. 

Through this series of tasks, students will engage in practical study of how to create presentation materials, methodologies for 

analysis of works, how to find materials, how to use reference materials, and how to deliver presentations. 

Ultimately, the outcomes of the presentations will be written and summarized in the form of reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. .ガイダンス─演習の目的と進め方の説明 

2. 模擬演習 芥川龍之介「羅生門」(講師） 

3. 参考文献の探し方・資料の作り方 

4. 研究のための方法論─「感想」から「分析」へ 

5. レポート・論文の書き方─「論理的に書く」ということ  

6. 発表と討議１ 森鴎外（以下、予定。作品名は講義中に指示します） 

7. 発表と討議 2 志賀直哉 

8. 発表と討議 3 谷崎潤一郎 

9. 発表と討議 4 佐藤春夫 

10. 発表と討議 5 菊池寛 

11. 発表と討議 6 宇野浩二 

12. 発表と討議 7 横光利一 

13. 発表と討議 8 梶井基次郎 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生の自主的な学習の場です。 

各回のテキストを受講者全員が精読し、討論の場で積極的に発言して下さい。 

また、気付いた点・疑問点・感想その他をリアクションペーパーという形で提出してもらいます（出席票の役割も兼ねます） 

発表者は必ず複数の先行文献に目を通すこと。 

文献を読む際に、レジュメ作成に必要な情報をメモするだけではなく、全体の構成・論理展開・引用の仕方・言葉の選び方などに

も留意しながら読み進めると、研究をする上で必要な論理的思考や表現力が身につきます（勿論、社会生活でも役立ちます）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/演習への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野龍也編、『大学生のための文学トレーニング 近代編』、三省堂 

2. 松本和也編、『テクスト分析入門—小説を分析的に読むための実践ガイド』、ひつじ書房 

3. 日本近代文学会編、『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』、ひつじ書房 

授業の中で適宜紹介します（尚、上記の参考文献の購入は必須ではありません）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT123／演習 Ｅ２３ 

(Seminars E23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the late Meiji period, the course aims to have students understand the substantive characteristics 

of modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to 

engage in literary research at the graduation thesis level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２４とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

Today, literary works from the Meiji period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the formative period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the late Meiji period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E24.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. 参加者による報告と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら
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れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT124／演習 Ｅ２４ 

(Seminars E24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

By reading literary works in the late Meiji period, the course aims to have students understand the substantive characteristics 

of modern Japanese literature, broaden the extent of their examination of literary works, and acquire the skills required to 

engage in literary research at the graduation thesis level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２３とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

Today, literary works from the Meiji period are difficult to understand without knowledge of the culture and society underlying 

them, as well as information on the nature of literary subjects in that era. However, the literary works of the era are 

unmistakably linked to the literary circumstances of today, and learning about the formative period of modern Japanese 

literature is an essential foundation for research into contemporary literature. In this seminar, students will gain an 

understanding of the substantive characteristics of modern Japanese literature, while learning methods for handling literary 

works as subjects of historical research, using representative short stories from the late Meiji period as materials. (The works 

covered will differ from those of Seminars E23.) 

 First, preparation for reports in the class will be explained in terms of these items: 1) Methods for literature/materials search 

and collection, 2) Ways of structuring presentation content, 3) Methods for creating presentation materials, and 4) Ways of 

performing oral presentation. Next, the class will assign literary works to course takers, and discussions will take place based on 

their reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. 参加者による報告と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら
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れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT125／演習 Ｅ２５ 

(Seminars E25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

Students will learn methods for reading and understanding texts, gain knowledge and skills required for literary research, and 

acquire the capability for textual expression at a level that will enable the writing of graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文

を執筆してもらう。 

 

The seminar is intended for students who will write research essays, graduation theses, preliminary theses before graduation 

theses, etc. The class will proceed with a focus on presentations and discussions by students, with support by faculty members 

and TAs. Students will select texts based on their own interests, and will write reports and research papers on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。ゼミでは、他者への敬意をはらいつつ自分の「読み」を主体的に発言し、活発な相互批評を展開したいと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は担当者のもとで研究小論文、予備論文、卒業論文を執筆する学生を対象とする 
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注意事項（Notice） 
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■AT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT126／演習 Ｅ２６ 

(Seminars E26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

Students will learn methods for reading and understanding texts, gain knowledge and skills required for literary research, and 

acquire the capability for textual expression at a level that will enable the writing of graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文

を執筆してもらう。 

 

The seminar is intended for students who will write research essays, graduation theses, preliminary theses before graduation 

theses, etc. The class will proceed with a focus on presentations and discussions by students, with support by faculty members 

and TAs. Students will select texts based on their own interests, and will write reports and research papers on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。ゼミでは、他者への敬意をはらいつつ自分の「読み」を主体的に発言し、活発な相互批評を展開したいと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は担当者のもとで研究小論文、予備論文、卒業論文を執筆する学生を対象とする 
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注意事項（Notice） 
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■AT127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT127／演習 Ｅ２７ 

(Seminars E27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

The class will interpret and analyze texts to examine the human beings, society, customs, and cultural aspects depicted within, 

and will train students in the ability to reorganize the issues put forth in texts in students' own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT128／演習 Ｅ２８ 

(Seminars E28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

The class will interpret and analyze texts to examine the human beings, society, customs, and cultural aspects depicted within, 

and will train students in the ability to reorganize the issues put forth in texts in students' own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT129／演習 Ｅ２９ 

(Seminars E29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

短編小説について、注釈を行うとともに、語りの特徴、掲載雑誌とのかかわり、同時代の問題系との接続などを考え、近代文学研

究に必要な調査方法と発想を身につける。 

 

Students will annotate short stories while also considering features of narration, relationships with publishing journals, and 

connections with contemporary systems of problems, while acquiring survey methods and concepts necessary for modern 

literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の短編小説をいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。対象作品は、久生

十蘭「黄泉から」、梅崎春生「蜆」、阿部知二「思出」、林芙美子「骨」、久坂葉子「落ちてゆく世界」、阿部知二「思出」、大岡昇平

「鷹」、安岡章太郎「陰気な愉しみ」、三島由紀夫「女方」などを予定しているが、これも受講者の人数に応じて調整する。テーマと

しては、エゴイズムやセクシャリティ、トラウマなど、作風としては幻想的なもの、モデルのあるものなど、バリエーションのある作品

を選んでいる。 

 

Students will take up several postwar short stories and make presentations individually or in groups (determined by the number 

of students). Covered works will include "Yomi kara" by Juran Hisao, "Shijimi" by Haruo Umezaki, "Omoide" by Tomoji Abe, 

"Hone" by Fumiko Hayashi, "Ochite yuku sekai" by Yoko Kusaka, "Taka" by Shohei Ooka, “Inki na tanoshimi” by Shotaro 

Yasuoka, and "Onnagata" by Yukio Mishima. These will be adjusted for the number of course takers. The class will select varied 

works on themes such as egoism, sexuality, and trauma, and literary styles such as works of fantasy or works with a model. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 戦後の文学状況概説 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当作品についての発表準備を行う。他の受講者は、各日の対象作品を通読し、コメントの準備を行うことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

主として Blackboardで配布する。 

 

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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■AT130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT130／演習 Ｅ３０ 

(Seminars E30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代の文学論争を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の文学論争について、注釈を行い、参加者や文壇状況など当時の文脈を理解し、近代文学研究に必要な調査方法と発想を

身につける。 

 

With regard to modern literary controversies, students will annotate works, understand the context of the time (such as 

participants and the circumstances of the literary world), and will acquire the research methods and concepts necessary for 

modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代の文学論争・できごとをいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。論争は、相

手の優位に立とうとする言語行為であるため、必ずしも対立点が明確なものばかりとは限らず、読みにくいが、同時代の文脈を学

習するには適している。作家自身の発言を、その意図を汲み取るだけでなく、どのような立場から評価するか、現在の問題への

接続も視野に入れて考察する。有島武郎「宣言一つ」をめぐる論争、芥川龍之介と谷崎潤一郎による小説の筋論争、恋愛をめぐ

る論争、国民文学論争、倉橋由美子「暗い旅」論争などを予定しているが、受講者の人数に応じて調整する。 

 

Students will take up several contemporary literary controversies and happenings, and make presentations individually or in 

groups (determined by the number of students). As controversy is a linguistic act that seeks to establish dominance over 

another, the points in a conflict are not always clear and can be difficult to read. However, controversies are suitable for 

learning about the context of the times. Students will not only infer the intent of authors' words, but will also consider the 

standpoint from which to evaluate these, and take into account connections to present-day problems. The course plans to 

cover the controversy over "Sengen hitotsu" by Takeo Arishima, the controversies over the plot of novel by Ryunosuke 

Akutagawa and Junichiro Tanizaki, controversies over love, controversies over national literature, controversies over "Kurai 

tabi" by Yumiko Kurahashi, etc. These will be adjusted for the number of course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 研究の観点についての講義 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当論争についての発表準備を行う。テキスト自体も教員が指定するのでなく、どれを取り上げるか選択し、受講者に

事前に配布する必要がある。他の受講者は、各日の対象テキストを通読し、コメントの準備を行うことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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主として Blackboardで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 臼井吉見、1979、『増訂版『近代文学論争』上・下』、筑摩書房 

2. 平野謙ほか、2006、『新版『現代日本文学論争史』上・下』、未来社 

3. 小谷野敦、2010、『現代文学論争』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT131／演習 Ｅ３１ 

(Seminars E31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代詩を読む／谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りん 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りんの詩を読み解く。 

 

Students will read and interpret poems by Shuntaro Tanikawa, Noriko Ibaragi, and Rin Ishigaki. 

 

授業の内容（Course Contents） 

詩「朝のリレー」や「スイミー」の翻訳で知られる谷川俊太郎は、第二次世界大戦後、三好達治の紹介によって『文学界』にてデビ

ューします。1952 年、『二十億光年の孤独』を刊行し、戦後の新人として注目されました。その後も多様な試みを行い、自由奔放

ともいえる展開を見せていきました。そんな谷川俊太郎の詩の世界を、学んでいきたいと思います。  

また、授業の後半では、同時代の茨木のり子・石垣りんの詩を扱います。 

 

Shuntaro Tanikawa, known for his translation of the works "Asa no relay" and Swimmy, made his debut in the literary world 

through an introduction by Tatsuji Miyoshi after World War II. In 1952, he published Two Billion Light-Years of Solitude and 

became noted as a postwar newcomer. Following that, too, he engaged in various projects with free abandon. The class will 

study the world of the poems of Shuntaro Tanikawa.  

The second half of the class will cover poems by Noriko Ibaragi and Rin Ishigaki, who lived at the same time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法について１ 

3. 詩の読解方法について２ 

4. 詩人 谷川俊太郎の発言について 

5. 初期作品『二十億光年の孤独』の「新しさ」 

6. 初期作品『二十億光年の孤独』の宇宙と私 

7.  『ことばあそびうた』の世界を鑑賞する 

8. 『ことばあそびうた』の世界の可能性 

9. 『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』 詩人の苦悩からの試み 

10. 『はだか』子どもの目から見たうようよする世界 

11. 茨木のり子「私が一番きれいだったとき」を中心に 

12. 茨木のり子「こわがらない」を中心に 

13. 石垣りん「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」を中心に 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 演習の対象となる作品について先行研究を調査し、その上で自らの読みを作り、レジュメを作成する。 

復習 演習で出された質問に対して、フォローアップのレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT132／演習 Ｅ３２ 

(Seminars E32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宮沢賢治の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の詩人宮沢賢治の詩を読み解きます。 

 

Students will read and interpret the poems of the modern poet Kenji Miyazawa. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宮沢賢治の詩は、教科書に掲載され、アニメや漫画でも多用されます。ただ、広まっている詩は一部の詩にすぎず、より多様で豊

かな詩の世界があります。この宮沢賢治の詩の世界を読み解いていきます。その際には、詩集『春と修羅』第一～三集だけでは

なく、「〔雨ニモマケズ〕」「童謡」「文語詩」等も扱っていきます。 

 

The poetry of Kenji Miyazawa is published in textbooks and is also used frequently in animation and comics. However, popular 

poems are only a part of poetry; a more diverse and rich world of poetry exists. Students will read and interpret the world of the 

poems of Kenji Miyazawa. The class will cover not only the first to third parts of the poetry collection An Ashura in Spring, but 

also works including "Ame ni mo makezu," and Doyo, Bungo shi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩人 宮沢賢治についての講義／宮沢賢治の詩の受容（伊坂幸太郎『魔王』・土田世紀『編集王』・教科書など） 

3. 詩の読解方法についての講義 

4. 「〔雨ニモマケズ〕」についての講義 

5. 恋・・・・・・「恋と熱病」・「春と修羅（mental sketch modified）」を中心に（『春と修羅』第一集） 

6. 彷徨・・・・・・「小岩井農場」を中心に（『春と修羅』第一集） 

7. 舞・・・・・・「原体剣舞連（mental sketch modified）」「高原」を中心に（『春と修羅』第一集） 

8. 離別・・・・・・「永訣の朝」を中心に（『春と修羅』第一集） 

9. 離別・・・・・・「住居」「告別」を中心に（『春と修羅』第二集）・「生徒諸君に寄せる」（詩ノート）  

10. 春・・・・・・「春」「春の雲に関するあいまいなる議論 」を中心に（『春と修羅』第三集） 

11. 農・・・・・・「〔盗まれた白菜の根へ〕」「〔同心町の夜あけがた〕」「和風は河谷いっぱいに吹く」「〔何をやっても間に合はな

い〕 」を中心に（『春と修羅』第三集）  

12. 病・・・・・・「病床」「眼にて云う」を中心に（疾中詩編より） 

13. 歌曲・文語詩・・・・・・「星めぐりの歌」／「副業」「旱害地帯」 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習……演習のための資料作り。先行研究の調査・詩の読解。 

復習……演習中に出された質問に対するフォローアップの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT201／日本文学講読 １ 

(Reading in Japanese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』の第三部の宇治十帖の浮舟巻を取り上げて読み、物語への理解を深める。 

 

Students will read the Ukifune chapter of the Uji-Jujo part of Genji Monogatari (The Tale of Genji), and deepen their 

understanding of the story. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『源氏物語』の最後のヒロイン浮舟は、薫の妻でありながら姉の夫匂宮と密通、めくるめく愛欲の時を過ごしながらも、二人の男の

板挟みとなって惑乱し、入水へと追い詰められていく。浮舟巻の原文を読みながら、和歌や散文によって語られる言葉の世界を

探究する。 

 

Ukifune, the final heroine of Genji Monogatari, is the wife of Kaoru but is in an adulterous relationship with her sister's husband, 

Niou no Miya. Caught between two men, she becomes upset and is driven to throwing herself into the water. While reading the 

original text of the Ukifune chapter, students will investigate the world of words spoken through waka poetry and prose. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『源氏物語』における宇治十帖、浮舟巻の位置 

2. 浮舟の手紙――その１ 

3. 浮舟の手紙――その２ 

4. 匂宮の侵入 

5. 春の日の語らい――匂宮と浮舟 

6. 宇治橋の贈答歌――すれ違う薫と浮舟 

7. 宇治川を渡る小舟――この浮舟ぞゆくへ知られぬ 

8. 雪、氷、中空――中空にてぞ我は消ぬべき 

9. 雲、雨、宇治川の増水 

10. 母との葛藤 

11. 密通の発覚と薫の詰問 

12. 浮舟惑乱 

13. 入水の決意 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に、『源氏物語』全体のあらすじ、宇治十帖や浮舟巻の概要を理解しておくこと。講義の進度に合わせて、浮舟巻の原文を自

分で読み進めること。常に感想や疑問点などをメモしておくこと。レポートのテーマを決めて、調査・研究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT202／日本文学講読 ２ 

(Reading in Japanese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教説話の講読を通して、仏教の世界観に対する認識を深めるとともに、古典文学の読解に必要な基礎知識を修得する。 

 

Through the reading of Buddhist narratives, students will deepen their perception of the Buddhist worldview and will acquire the 

fundamental knowledge required for reading classical literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前近代における日本人の死生観、他界観は、仏教思想の強い影響のもとに発展したが、中でも、地獄に対する人々の関心は高

く、多くの書物や絵画で繰り返し取り上げられてきた。本講では、この地獄をはじめとする六道世界全体について、古代・中世の

仏教書、説話集、縁起書、地獄絵などを横断的に読み解き、その諸相を考究する。 

 

The Japanese view of life, death, and the afterlife in the pre-modern age developed under the strong influence of Buddhist 

thought. People had a strong interest in Hell in particular, a subject that was repeatedly taken up in many books and paintings. 

In this course, students will interpret and investigate aspects of ancient and medieval Buddhist writings, narrative collections, 

engisho, pictures of Hell, and other works concerning the whole of the "six realms," including Hell. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教の世界観 1 

3. 仏教の世界観 2 

4. 地獄道 1 

5. 地獄道 2 

6. 地獄道 3 

7. 地獄道 4 

8. 地獄道 5 

9. 餓鬼道 

10. 畜生道・阿修羅道 

11. 人道 

12. 天道 

13. 極楽浄土（番外編） 

14. まとめ／最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT203／日本文学講読 ３ 

(Reading in Japanese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

軍記物語のなかから、女性の姿を扱う著名な場面を取りあげて精読し，日本中世に生み出された軍記物語の特質について理解

する．あわせて，中世の散文文学を読み解くためのさまざまな視座や方法についての理解を深める． 

 

From gunki monogatari war tales, students will closely read prominent scenes dealing with women, and gain understanding of the 

characteristics of the war tales born in Japan's Middle Ages. At the same time, they will deepen their understanding of various 

perspectives and methods for interpreting medieval prose literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『平家物語』はいくさが続く時代に生きた人間たちの姿を描き出した物語である．この授業では，中世の軍記物語に描かれる女性

たちの姿と，その受け止められかたに着目し，いくつかの著名な場面を選んで順次精読していく．随時，歴史史料との対照，異本

の比較などをおこない，他の物語・説話などとの関係も視野に入れながら，『平家物語』が長く読み継がれてきたことの意味を問

い直す． 

 

Heike Monogatari is a tale that depicts people who lived in an age of unceasing war. This class will focus on women depicted in 

medieval gunki monogatari war tales and how they are viewed, through the selection and progressive readings of several 

prominent scenes. At times the class will contrast these with historical materials, compare different versions, etc., and, with an 

eye toward relationships with other stories and narratives, will reconsider the significance of the long history of Heike 

Monogatari as a subject of reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 軍記物語の成立と伝播 

2. 祇王と仏――『平家物語』巻第一「祇王」 

3. 小督――『平家物語』巻第五「小督」 

4. 平維盛の北の方――『平家物語』巻第七「維盛都落」 

5. 小宰相――『平家物語』巻第九「小宰相」 

6. 源為義の北の方――『保元物語』 

7. 中間まとめ 

8. 常葉・前篇――『平治物語』 

9. 常葉・後篇――『平治物語』 

10. 内裏女房――『平家物語』巻第十「内裏女房」 

11. 建礼門院平徳子――『平家物語』灌頂巻「六道之沙汰」 

12. 巴御前――『源平盛衰記』 

13. 神功皇后――『平家物語』『太平記』など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

履修を機に，『平家物語』を通読することをすすめる． 

「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する 

 

参考文献（Readings） 
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1. 日下力・鈴木彰・出口久徳、2005、『平家物語を知る事典』、東京堂出版 (ISBN:978-4-490-10664-0) 

2. 大津雄一他編、2010、『平家物語大事典』、東京書籍 (ISBN:9784487799831) 

その他は授業のなかで随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回で扱う場面の原文を含めた資料を掲載したプリントを配布し、それに基づいて講読を進める。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT204／日本文学講読 ４ 

(Reading in Japanese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在、日本の一地域としてある琉球・沖縄を対象とし、その歴史・文化・社会に関する理解を深め、琉球という風土・地勢によって

培われた文学の在りようを総合的に学習する。また、日本文学における琉球文学の位置づけや意味を考えることを主眼とする。 

 

The course will target Ryukyu/Okinawa, which is now a region of Japan, to deepen students' understanding of the region’s 

history, culture, and society. Students will comprehensively learn about the nature of the literature that was cultivated by the 

climate and topography of Ryukyu. The course will also emphasize thinking about the positioning and significance of Ryukyu 

literature within the literature of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学における琉球文学の在り方を総合的に学習する。まず、琉球・沖縄の歴史・文化を学んだ上で、その風土に成り立った

文学を概観する。 

琉球文学というと、まず『おもろさうし』や神歌などの韻文を想起しがちであるが、17 世紀以降に陸続と生成された散文的記述に

関しては、いまひとつ視線が向いていないという現状が指摘できる。本講座では、琉球の史書（歴史叙述）や地誌的記述が一体

どのようなものであり、いかに生成されたのかを具体例を取り上げながら見てゆく。また、その過程で生み出された説話的記述

と、その集積と考えられてきた『遺老説伝』とは何だったのかを考えてみたい。 

さらに、現在も執り行われる琉球の祭祀と、その祭祀を支える神話・説話との関係に関しても、映像や画像を交えながら解説を試

みる。 

 

Students will comprehensively learn about the state of Ryukyu literature within the literature of Japan. First, after studying the 

history and culture of Ryukyu/Okinawa, students will review the literature that formed within its culture. 

Ryukyu literature tends to be associated with the Omoro Soshi, kamiuta songs, and other poetry. Currently, however, attention 

is not directed toward the succession of prose narratives created from the 17th century onward. This course will examine the 

nature of historical documents (historical accounts) and topographical descriptions of Ryukyu and how they were formed, taking 

up specific examples. The course will also consider what were the narrative descriptions created within that process, along with 

the irousetsuden, considered a collection of these descriptions. 

In addition, the course will incorporate video and images to try to explain the relationship between Ryukyuan rituals that are 

practiced even today and the myths and narratives behind those rituals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・履修上の注意 

2. 琉球の歴史・文化・宗教１ 

3. 琉球の歴史・文化・宗教２ 

4. 琉球の文学１（概説） 

5. 琉球の文学２（補遺） 

6. 琉球の歴史叙述と説話の生成１（地方旧記類） 

7. 琉球の歴史叙述と説話の生成２（琉球国由来記・古事集・琉球国旧記） 

8. 琉球の歴史叙述と説話の展開（史書の生成から球陽・遺老説伝へ） 

9. 説話集『遺老説伝』の世界１ 

10. 説話集『遺老説伝』の世界２ 

11. 琉球の祭祀と文学１ 

12. 琉球の祭祀と文学２ 

13. 日本近世期の琉球への視線（江戸期琉球物の世界） 

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） 

配布資料・参考文献を活用して最終レポートをまとめる。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/出席および授業コメント(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義毎に適宜プリントを用意して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■AT205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT205／日本文学講読 ５ 

(Reading in Japanese Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文化とくに江戸文化の特徴を言えるようになる 

 

Students will become able to state characteristics of Japanese culture, particularly Edo culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、文学も文化の 1つだと考えて、文化史を見ながら文学史を学習します。特に歌舞伎や浮世絵など世界にも知られ

る文化が開花した、江戸時代の文化に注目します。日本文化とは何かといった大きな視野ももって学習していきましょう。 

 

This course will consider literature as a part of culture, and will study literary history while looking at cultural history. In 

particular, the course will focus on the culture of the Edo period, which saw the flowering of kabuki, ukiyoe, and other culture 

that has become known world-wide. Students will learn through a broad perspective of asking what Japanese culture is. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方や概要などを説明する。 

2. 日本文化の従来型イメージを洗い出し整理する。 

3. 江戸時代とその文化の大きな流れを把握する。 

4. 風俗画の見方を知る。また江戸初期の社会状況を学習する。 

5. 二大悪所のうち「芝居」とくに歌舞伎を学習する。 

6. 二大悪所のうち「芝居」とくに浄瑠璃を学習する。 

7. 二大悪所のうち「遊廓」を学習する。 

8. 浮世絵の学習をする。 

9. 小説の学習をする。 

10. 落語の学習をする。 

11. 出版文化の学習をする。 

12. 遊芸の学習をする。 

13. 学問の学習をする。 

14. まとめを行う。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・毎回リアクションペーパーで授業内容を反芻し、論述形式でまとめる。 

・参考文献を読んで、小レポートをまとめる。 

・授業と参考文献を参照して、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に定めませんが、下記や授業時に指示する参考文献を読むこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野三敏、2012、『江戸文化再考』、笠間書院 

2. 奥平俊六、1998、『洛中洛外図舟木本』、小学館 

その他適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遊廓については、この HP も参考になります。 

http://www.makotooffice.net/ 
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注意事項（Notice） 
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■AT206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT206／日本文学講読 ６ 

(Reading in Japanese Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 みさと(NIWA MISATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、近代作家の古典解釈を足掛かりに井原西鶴作品への理解を深め、近世作品の読解力を養うことを目標とする。  

 

Using modern writers' interpretations of classics as a foothold, this course aims to deepen students' understanding of the works 

of Ihara Saikaku and to cultivate the ability to comprehend early modern works.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、井原西鶴の諸作品を取り上げ、太宰治や真山青果など、近代の翻案作品と丁寧に比較しながら、同一話における

構成の差、着眼点の違い、テーマの変化などを明確にし、それぞれの「新しさ」や「面白さ」を解釈する。 

最終的には典拠作品の持つ魅力と、派生作品の持つ魅力を明確に区別できるようにする。 

 

Taking up the works of Ihara Saikaku, this course will make careful comparisons with modern adaptations by Osamu Dazai, Seika 

Mayama, etc., and will clarify differences in composition/viewpoints and changes in themes within the same story, interpreting 

the "newness" and "interest" to be found in each. 

In the end, students will be able to clearly distinguish between the appeal of the source work and the appeal of the derivative 

works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 井原西鶴『諸国はなし』と太宰治『貧の意地』 

3. 井原西鶴『本朝二十不幸』と太宰治「大力」 

4. 井原西鶴『懐硯』と太宰治「人魚の海」 

5. 井原西鶴『武道伝来記』と太宰治「破産」 

6. 井原西鶴『日本永代蔵』と太宰治「裸川」 

7. 井原西鶴『武家義理物語』と太宰治「義理」 

8. 井原西鶴『新可笑記』と太宰治「女賊」 

9. 井原西鶴『本朝桜陰比事』と太宰治「赤い太鼓」 

10. 井原西鶴『世間胸算用』と太宰治「粋人」 

11. 井原西鶴『西鶴置土産』と太宰治「遊興戒」 

12. 真山青果「西鶴置土産」 

13. 井原西鶴『懐硯』と太宰治「猿塚」 

14. 井原西鶴『好色五人女』と太宰治「「哀蚊」「音について」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品については事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 太宰治、2004、『お伽草紙・新釈諸国噺』、岩波書店 (ISBN:9784003109069) 

西鶴作品や真山青果作品など、他のテキストは配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹野静雄、1986、『近代文学と西鶴』、新典社 

2. 木村小夜、2001、『太宰治 翻案作品論』、和泉書院 

 この他の参考文献は、授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1602 - 

■AT207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT207／日本文学講読 ７ 

(Reading in Japanese Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧のもつ滑稽さや卑俗さ、自然と人間のかかわり、先行文芸の需要のありさまなどを明らかにし、俳諧の本質や特徴について

把握します。また、初期俳諧の変遷を通史的にとらえることで、近世の日本文化についての理解を深めます。 

 

The course will clarify the humorousness and vulgarity inherent in haikai, the relationship between nature and humans, and the 

demand for artistic precedents, in order to grasp the essence and characteristics of haikai. In addition, students will deepen 

their understanding of modern Japanese culture by understanding transitions in early haikai in terms of its complete history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世に入り爆発的に流行した俳諧は、当時の、そしてその後の日本文化に大きな影響をあたえました。俳諧は、五・七・五（上句）

と七・七（下句）を交互に付けてゆく連歌の形式のなかに、〈俗〉の要素を多分に取り込んだ文芸です。授業では、近世初期の俳諧

のなかから代表的な作品を選び、俳諧を解釈するうえでの重要なポイントについて説明したのち、ことばの連なりのなかに織り込

まれている数々の意味を読み解きます。 

 

Haikai saw an explosion of popularity in the early modern period, and had a great influence on Japanese culture at the time and 

later as well. Haikai is a literary art that liberally incorporates elements of the commonplace in the form of a poetic series that 

alternates between 5-7-5 (kaminoku) and 7-7 (shimonoku). This class will select representative works from early modern haikai, 

explain key points in the interpretation of haikai, and decode the numerous meanings embedded in the strings of words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世初期俳諧史 

3. 俳諧の作法（１） 

4. 俳諧の作法（２） 

5. 貞門俳諧（１） 

6. 貞門俳諧（２） 

7. 談林俳諧（１） 

8. 談林俳諧（２） 

9. 談林俳諧（３） 

10. 元禄俳諧（１） 

11. 元禄俳諧（２） 

12. 蕉風俳諧 

13. 雑俳 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回の授業内容へのコメント(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 乾裕幸ほか、2001、『連句への招待〔新版〕』、和泉書院 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT208／日本文学講読 ８ 

(Reading in Japanese Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『百人一首』の読解をとおして古典和歌への理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of classical waka poetry through the reading of Hyakunin Isshu. 

 

授業の内容（Course Contents） 

藤原定家が編んだとされる『百人一首』は『万葉集』の時代から新古今時代までの百人の歌人からそれぞれ一首を選び出し、纏

めた秀歌撰である。この１３世紀前半に成立したと推定される『百人一首』は、後にかるたにもなり、多くの人々に親しまれ、和歌

の入門書としての役割も果たしてきた。本授業では『百人一首』に採られた和歌の読解をとおして古典和歌の表現や発想に対す

る理解を深めることを目的とする。 

 

Hyakunin Isshu, said to have been compiled by Fujiwara no Teika, is a collection of excellent waka/tanka poems, each a 

selected poem by one of a hundred poets from the era of Manyoshu to the Shinkokin era. Presumed to have been created in 

the first half of the 13th century, Hyakunin Isshu has been loved by many. It has become the basis for karuta card games and 

serves as an introductory book for waka poetry. This class aims to have students deepen their understanding of classical waka 

poetry expression and thought through the reading of the waka in Hyakunin Isshu. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 天皇と和歌 

3. 歌枕① 

4. 歌枕② 

5. 理知的和歌の世界 

6. 当意即妙の和歌 

7. 叙景歌の形成 

8. 叙情と叙景 

9. 忍恋の系譜① 

10. 忍恋の系譜② 

11. 歌に生き、恋に死に 

12. 待恋の情景 

13. 和歌と述懐 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に『百人一首』に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/コメントペーパー・課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷知子、2010、『百人一首(全)』、株式会社 KADOKAWA (ISBN:9784044072186) 

配布プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT210／漢文学講読 ２ 

(Reading in Chinese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
山本 真吾(YAMAMOTO SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈漢文訓読の方法を身につける〉 

１，中国古典文及び日本漢文を読み下しができるようにする。 

２，中国古典文及び日本漢文の解釈ができるようにする。 

３，訓点について理解を深める。 

４，日本言語文化における漢文の位置付けについての知識を習得する。 

５，国語教育における漢文の意義についての知識を習得する。 

 

Acquire methods for the reading of Chinese classical texts 

1. Students will become able to read through Chinese classical texts and literary Chinese texts from Japan. 

2. Students will become able to interpret Chinese classical texts and literary Chinese texts from Japan. 

3. Students will deepen their understanding of kunten (guiding marks for reading classical Chinese in a Japanese way). 

4. Students will acquire knowledge of the positioning of Chinese classics within Japanese-language culture. 

5. Students will acquire knowledge of the significance of Chinese classics in Japanese language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢文訓読とは，中国古典語を古代日本語で読み理解することである。漢文（日本漢文を含む）を実際に読み進めながら，その意

味内容を理解するとともに，古代から近代にかけて日本ではどのように漢文を理解していたか，そのさまざまな位相と訓読のしか

たを概説する。 

 

Kanbun kundoku refers to the reading and understanding of Chinese classical language in ancient Japanese. While actually 

reading Chinese classics (including those written in Japan) and understanding the semantic content, the course will outline how 

the classics have been understood in Japan from ancient to modern times, along with the various phases of that understanding 

and methods for performing readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢文訓読の方法 

2. 日本漢字音の体系 

3. 漢文の修辞法 

4. 漢詩を読む  

5. 漢籍（散文）を読む 小テスト１ 

6. 日本漢文の世界 

7. 日本漢詩文を読む 

8. 史書・伝記を読む 

9. 説話を読む 小テスト２ 

10. 日記・書簡を読む  

11. 中世日本漢文を読む 

12. 近世日本漢文を読む 

13. 近代日本漢文を読む 小テスト３ 

14. 和刻本を読む・ヲコト点で読む 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ予定の箇所を通読して出席してもらいたい。 

授業で扱わなかった文章についても課題を出すので，その指示に従って復習してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト１（30％）、小テスト２（30％）、小テスト３（40％）(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也、2013 年、『漢文資料を読む』、朝倉書店 (ISBN:ISBN978-4-254-51529-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT211／漢文学講読 ３ 

(Reading in Chinese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安朝漢文の講読を通して、日本文化に対する理解を深めるとともに、漢文を読むための基礎力を養う。 

 

Through the reading of Heian period Chinese classics, students will deepen their understanding of Japanese culture and 

cultivate basic ability to read Chinese classics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講では、平安時代の碩学大江匡房が撰述した漢文文献を講読し、平安貴族や僧侶の生活、信仰、思想などについて考察す

る。また、様々な観点から日本文化を把握できるよう、関連する説話や資料を多数取り上げて解説する。 

 

In the course, students will read the Chinese-language literature by the great Heian period scholar Oe no Masafusa, and will 

consider the lifestyle, faith, and thought of Heian nobles and monks. In addition, to enable understanding of Japanese culture 

from various perspectives, the course will take up and explain a large number of related narratives and materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎知識 1 

3. 漢字・漢文学の基礎知識 2 

4. 平安朝漢文学の世界 1 

5. 平安朝漢文学の世界 2 

6. 『本朝神仙伝』 1 

7. 『本朝神仙伝』 2 

8. 『本朝神仙伝』 3 

9. 『続本朝往生伝』 1 

10. 『続本朝往生伝』 2 

11. 『続本朝往生伝』 3 

12. 『狐媚記』その他 1 

13. 『狐媚記』その他 2 

14. まとめ／最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1610 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1612 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1614 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1616 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1618 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1620 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1622 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1624 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1626 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1628 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1630 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1632 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1634 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1635 - 

■AT248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1636 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1638 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1640 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1641 - 

■AT252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1642 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1643 - 

■AT253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1644 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1645 - 

■AT254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1646 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1647 - 

■AT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1648 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1649 - 

■AT257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1650 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1651 - 

■AT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1652 - 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1653 - 

■AT301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT301／文学講義 ３０１ 

(Lectures on Literature 301) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代 1 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代の神々の物語を読解しながら、あわせて後の時代に展開された多様な〈注釈〉に注目することで、神話に対する新たな見方

を探る。 

 

While reading stories of ancient gods, the course will explore new perspectives on myths by focusing on the diverse annotations 

developed in later eras. 

 

授業の内容（Course Contents） 

神話は、自らを取り巻く世界を説明する原理として人間が生み出したものである。日本においては、『古事記』や『日本書紀』に収

められた古代の神話がよく知られている。しかし、神話とは、決して固定化されたものではなく、時代の変化の中で読み替えられ、

様々に変容していくという性質をもっている。本講義では、『古事記』『日本書紀』に描かれた神々を取り上げ、その諸相を分析す

るとともに、後世の〈注釈〉をたどることで、ダイナミックに変貌を遂げる神話を多面的に読み解いていく。 

 

Myths are created by humans as principles for explaining the world around them. In Japan, the ancient myths found in the Kojiki 

and Nihon Shoki are well known. However, myths are by no means fixed; rather, they have the property of being read and 

changed in various ways, in line with the times. This course will look at the gods described in the Kojiki and Nihon Shoki, analyze 

their various aspects, and trace the annotations of later generations to decipher dynamically transforming myths from multiple 

angles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本神話をよむための基礎知識 

3. 天地開闢 

4. イザナキ・イザナミ 

5. ヒルコとツクヨミ 

6. アマテラス 1 

7. アマテラス 2 

8. スサノヲ 1 

9. スサノヲ 2 

10. 天孫降臨と三種神器 1 

11. 天孫降臨と三種神器 2 

12. 天孫降臨と三種神器 3 

13. 海幸・山幸 

14. まとめ／最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートの作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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詳しい授業の進め方については、最初の授業時に説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT303／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代 3 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』の成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

Students will understand the historical flow of Heian period literature up to the creation of Genji Monogatari (The Tale of Genji), 

the peak of narrative literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

 Amid an emphasis on classical Chinese studies in the early Heian period, Japanese culture gradually came under a renewed 

recognition. Together with the development of kana, the dormant art of waka was reconstructed. This marked the birth of the 

Kokin Wakashu anthology of waka. Subsequently, through poetic tales centered on waka poems concerning existing persons, as 

well as individual anthologies, creative fiction, diaries, and essay literature, Genji Monogatari came into being in the middle part 

of the Heian period. 

 The course will outline the flow of the history of Heian period literature up to Genji Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』など 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりではあるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にし

かすぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT304／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代 4 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

The course will investigate citations of prior literature in Genji Monogatari, to understand the tale’s presence within the flow of 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

 Genji Monogatari is related to prior literary works such as waka, Chinese poetry, and tales, through its citations of these. 

Guided by the cited representations, readers gain appreciation of the unique world of Genji Monogatari, superimposing the world 

of the prior literary works that lie behind it, feeling the common points and differences among these, and reading the meanings 

that emerge. 

 The course will shed light on the landscape of literary history made visible in retrospect from Genji Monogatari, by exploring 

the nature of the citations of prior literature in the tale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。先行文学作品として授業で取り上げる「長恨歌」、『竹取物語』、『伊勢物

語』、『篁物語』については、あらかじめ読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT305／文学講義 ３０５ 

(Lectures on Literature 305) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世 1 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

おもに 14 世紀から 17 世紀にかけての文学・芸能を通して，日本中世の文学がいくさ・戦争とその渦中にあった人間の姿をどの

ように表現し，またそれらが社会にいかなる影響を及ぼしてきたのかという問題についての理解を深める． 

 

Primarily through literature and entertainment from the 14th to 17th centuries, the class will deepen understanding concerning 

the questions of how literature of Japan's Middle Ages depicted people who were caught up in battle and war, and how the 

literature has influenced society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「中世文学史にみる戦争と平和」 中世に生みだされた文芸作品やさまざまな文学史的状況を，戦争と平和の語られかたという

観点から読み解いていく．テーマ史としての文学史理解を示す． 

 

"War and Peace in Medieval Literary History" Students will learn about literary works created in the Middle Ages and their 

varied literary circumstances from the perspective of writings on war and peace. They will gain understanding of literary history 

as a history of themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ概説 

2. 「武者の世」と向きあう――藤原定家と慈円の場合 

3. 鎌倉期の武士説話とその志向 

4. いくさ・乱世・戦争――軍記物語という窓から 

5. いくさと和歌――西行と後鳥羽院の場合 

6. 戦う神々――モンゴル襲来の記憶 

7. 中間まとめ 

8. 乱世を生きる女性たち 

9. 異国合戦の記憶――語り物文芸の力 

10. 問答・論争という戦い――智恵比べという趣向 

11. 兵法・兵法書の意義 

12. 合戦絵の陥穽 

13. 武士の教養 

14. いくさを語る文芸を読み継ぐ・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品・参考文献などを，各自で幅広く読み進め，レポート執筆につなげること． 

レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明編、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-08262-4) 

2. 鈴木彰・三澤裕子編、2015、『いくさと物語の中世』、汲古書院 (ISBN:9784762936197) 

その他は授業のなかで随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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各回で扱う場面の原文を含めた資料を掲載したプリントを配布し、それに基づいて講読を進める。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT306／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世 2 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世という時代背景を探り、古代から近世へつながる間の文化や思想を文芸作品から考察する。中世とはいかなる時代なのか、

個々人で考える力を身につける。様々な作品を扱うことにより、作品間の諸相の読み解く方法を理解する。異域をめぐる言説から

日本像を問い直す。 

 

The course will explore the background to the Middle Ages, and through literary arts will consider the culture and thought that 

connect ancient times to early modern times. Students will acquire the power to individually consider the nature of the Middle 

Ages as an era. By taking up various works, students will understand methods for deciphering various aspects of the works. The 

course will rethink the image of Japan through discourses spanning different areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に語られ、広まった説話世界を、説話集、お伽草子を中心に読み解き、紐解いていく。講義は作品に関する概説を行ってか

ら、内容を読解していく。絵巻などの絵画資料も取り扱う。 

地獄などの異界や琉球などの異国の物語を読み解き、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から異域認識を考えて

いく。 

 

The course ill decipher and unravel the narrative world of the Middle Ages, with a focus on narrative anthologies and otogi-zoshi 

medieval illustrated short stories. The course will provide an overview of works, then decipher their content. Scrolls and other 

illustrated materials will also be used. 

Students will read and interpret stories about other worlds such as Hell and stories from other lands such as Ryukyu, and will 

consider the perceptions of other areas as seen in the stories of people who have crossed borders into other countries or other 

worlds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世の説話世界― 

2. 竹取説話を読む１ 

3. 竹取説話を読む２ 

4. 竹取説話を読む３ 

5. 異郷に赴く人々１ 

6. 異郷に赴く人々２ 

7. 異郷に赴く人々３ 

8. 御霊について１ 

9. 御霊について２ 

10. 地獄をめぐる人々１ 

11. 地獄をめぐる人々２ 

12. 地獄をめぐる人々３ 

13. 琉球をめぐる説話１ 

14. 琉球をめぐる説話２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメント、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AT307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT307／文学講義 ３０７ 

(Lectures on Literature 307) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧 1 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 有祐(INABA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発句の贈答・唱和という方法を軸として近世俳諧史を概観し、その作品読解を通じて俳諧文芸の機智性・挨拶性についての理解

を深める。    

 

The course will offer an overview of the early modern history of haikai, centered on the methods of response and chanting, and, 

through readings of works, will deepen understanding of the wit and greetings inherent in the haikai literary art.    

 

授業の内容（Course Contents） 

蕉風開眼前夜の漢詩文調の時代、芭蕉らは中国詩人の詩趣を摂取しながら、一方で漢詩作法の和韻を俳諧に取り入れる。その

唱和の方法は高弟其角の『句兄弟』に結晶しつつ、江戸時代を通じて都会派俳諧の代表的な句作法となった。蕉風俳諧の革新

性・影響は、その詩性から論じられることが多いが、本授業では方法面からの考察を試み、近世俳諧史の流れを概観したい。 

 

In the era of Chinese poetry just before the flowering of "correct style" haiku, Basho and other poets took in the poetic 

sensibilities of the Chinese poets, and incorporated rhyming according to principles of Chinese poetry into haikai. The method of 

chanting is crystallized in the Ku Brothers of the accomplished disciple Kikaku, and became a typical poetic principle of urban-

style haikai through the Edo period. Although the innovativeness and influence of "correct style" haikai is often discussed from 

its poetic nature, this class will consider it from the angle of method, and will take an overview of the flow of early modern 

haikai history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 俳諧文芸概説 

2. 延宝・天和期の唱和（１） 

3. 延宝・天和期の唱和（２）  

4. 延宝・天和期の唱和（３） 

5. 貞享・元禄期の唱和（１） 

6. 貞享・元禄期の唱和（２） 

7. 貞享・元禄期の唱和（３） 

8. 享保～明和期の唱和（１） 

9. 享保～明和期の唱和（２） 

10. 安永・天明期の唱和（１） 

11. 安永・天明期の唱和（２） 

12. 文化・文政期の唱和 

13. 幕末・明治期の唱和  

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、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%)/各回のコメントペーパー(30%)/小レポート（2 回程度)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾形仂、1997 年、『座の文芸－連衆心と俳諧の成立－』、講談社学術文庫 (ISBN:9784061593053) 

2. 稲葉有祐、2018 年、『宝井其角と都会派俳諧』、笠間書院 (ISBN:9784305708915) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT310／文学講義 ３１０ 

(Lectures on Literature 310) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧 4 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安・鎌倉時代の歌合を読む。 

 

Students will read works of uta-awase from the Heian and Kamakura periods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歌合とは左右に分かれた歌人が歌を詠み、その優劣を競う催しである。現在確認できる歌合の最古の例は９世紀末頃とされる

が、それ以降大小様々な歌合が開かれた。特に和歌が題詠化する１１世紀後半以降その数は増え、１２世紀末～１３世紀初頭に

最盛期を迎える。本授業では平安・鎌倉時代の歌合の中から幾つかを取り上げる。これらの歌合において詠まれた和歌の読解

をとおして歌合という場の論理と表現との関わりや平安時代から鎌倉時代にかけての和歌の変化について考えてみたい。 

 

Uta-awase is an event in which poets divided into left and right sides compete in the reading of poems. The oldest examples of 

uta-awase that can be confirmed at present are from around the end of the 9th century; after that, the events were held at 

various scales. The number particularly increased after the latter half of the 11th century, when waka came to be composed on 

previously given subjects, and reached a peak in the late 12th to the early 13th centuries. This class will take up a number of 

poems from the Heian and Kamakura periods. The goal is to consider the relationship between logic and expression within uta-

awase, and changes in waka poetry from the Heian to the Kamakura periods, through readings of the waka that were read in 

uta-awase events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『天徳四年内裏歌合』 

3. 『賀陽院水閣歌合』 

4. 『承暦二年内裏歌合』 

5. 『左近権中将俊忠朝臣家歌合』① 

6. 『左近権中将俊忠朝臣家歌合』② 

7. 『六条宰相家歌合』① 

8. 『六条宰相家歌合』② 

9. 『六百番歌合』① 

10. 『六百番歌合』② 

11. 『六百番歌合』③ 

12. 『水無瀬恋十五首歌合』① 

13. 『水無瀬恋十五首歌合』② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/コメントペーパー・課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT311／文学講義 ３１１ 

(Lectures on Literature 311) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世 1 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仮名草子・浮世草子・前期読本を中心に、近世前期小説の変遷を通史的に追い、それぞれの特徴を理解しながら、近世文学を

読み解くための基礎的方法を身につける。各作品をさまざまな視点から読み解き、その成立の背景を知ることによって、江戸時

代の社会や文化に対する理解を深める。 

 

Focusing on kanazoshi, ukiyozoshi and earlier yomihon, the class will follow changes in early modern novels throughout history. 

While learning about the characteristics of each, students will acquire fundamental methods for reading and interpreting early 

modern literature. By reading and interpreting works from various perspectives and learning about the background behind their 

formation, students will deepen their understanding of the society and culture of the Edo period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世前期小説の代表的作品を読む。俳諧や出版メディア、先行文芸とのかかわりをも視野にいれ、各作品を多角的に読解、分

析する。 

 

Students will read representative works from early modern novels. Students will read and analyze each work from various 

angles, with a view to the relationships with haikai, publishing media, and prior literary art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧について（１） 

3. 俳諧について（２） 

4. 仮名草子を読む（１） 

5. 仮名草子を読む（２） 

6. 西鶴の浮世草子を読む（１） 

7. 西鶴の浮世草子を読む（２） 

8. 西鶴の浮世草子を読む（３） 

9. 西鶴以後の浮世草子を読む（１） 

10. 西鶴以後の浮世草子を読む（２） 

11. 西鶴以後の浮世草子を読む（３） 

12. 前期読本を読む（１） 

13. 前期読本を読む（２） 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回プリントを配付します。事前に熟読して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT312／文学講義 ３１２ 

(Lectures on Literature 312) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世 2 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の娯楽とくに落語について説明できるようになる。 

 

Students will gain the ability to explain Japanese entertainment, especially rakugo. 

 

授業の内容（Course Contents） 

お笑いやエンタメなどは、現代人にもおなじみの娯楽ですね。そんな娯楽も、立派な文化です。日本ならではの娯楽の歴史を、と

くに落語に焦点をあてて探っていきます。また、その時代背景や文化史などにも目をむけます。 

 

Comedy and entertainment are amusements familiar to modern people. These amusements are also fine examples of culture. 

The class will explore the history of amusements unique to Japan, focusing on rakugo in particular. It will also look at the 

background and cultural history of the era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エンタメやお笑いのイメージを洗い出しておく 

2. 芸能の歴史について概観する 

3. 落語誕生の時代背景を知る 

4. 落語の誕生について知る 

5. 『醒睡笑』について知る 

6. 笑話集について知る 

7. 一休さんについて知る 

8. 江戸落語中興とその時代について知る 

9. 江戸落語中興とその時代について知る 

10. 幕末・明治の落語について知る 

11. 明治以降のお笑いについて知る 

12. 落語鑑賞 

13. 落語鑑賞 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 次回の予習をしておいてください 

事後学習： リアクションペーパーやノートを見ながら復習してください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原眞琴、2009、『超初心者のための落語入門』、主婦と生活社 (ISBN-10: 4391137100) 

その他は授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 
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文学部生以外は抽選登録 
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■AT313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT313／文学講義 ３１３ 

(Lectures on Literature 313) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代 1 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「震災後」文学を考える 

文学と都市空間について考察する 

関東大震災後の文学を歴史的に考察する 

 

Thinking about "Post-Earthquake" Literature 

Considering Literature and Urban Spaces 

Historically considering the literature that followed the Great Kanto Earthquake. 

 

授業の内容（Course Contents） 

関東大震災後の文学について、都市空間、大衆文化の動向、戦争に向かう歴史的な変容などを通じ総合的に学ぶ 

昭和モダニズムの可能性と限界を考える 

適宜映画研究を交えて、モダニズムの表象についての知見を深める 

 

Students in this course will comprehensively learn about urban space, trends in popular culture, and historical transformations 

leading toward war, in the literature that followed the Great Kanto Earthquake. 

Considering the potential and limits of Showa modernism. 

Deepening knowledge of representations of modernism through film research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 佐藤春夫「滅びたる東京」を読む：震災の傷跡 

3. 梶井基次郎「泥濘」を読む；諸感覚の変容 

4. 江戸川乱歩「押絵と旅する男」を読む：探偵小説はどこから来たか 

5. モダン都市東京の映像化と音楽化「東京行進曲」 

6. 恐怖の表象「カリガリ博士」と日本の表現主義 

7. 中野重治「雨の降る品川駅」を読む：越境と漂泊 

8. 堀辰雄「水族館」を読む：セクシュアリティの変容 

9. 「狂った一頁」と狂気の可視化 

10. 伊藤整「M 百貨店」を読む：都市大衆文化と消費の欲望 

11. 夢野久作「恐ろしい東京」：エロ・グロ、ナンセンスとは何か 

12. 中原中也「除夜の鐘・正午」を読む 

13. 岡本かの子「鮨」を読む 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題テキストを読解研究する 

ブラックボードから授業中の指示に従って「課題」を提出する（毎週） 

最終試験（マークシートおよび論述） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題(50%) 

毎週「課題」があります 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 十重田裕一ほか編、『東京百年物語２』、岩波文庫 

使用テクストはすべてこの文庫中のものです。必ず入手するように。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1673 - 

■AT314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT314／文学講義 ３１４ 

(Lectures on Literature 314) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代 2 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メディア環境の観点から近代文学の歴史をとらえる発想・視角を身につけることを目指します。 

 

It aims for the acquisition of ideas and viewpoints that capture the history of modern literature, from the perspective of the 

media environment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学の歴史というと、さまざまな作家たちの人生の交錯や、内容的（主題論的）な深化・発展の側面に注目しがちになりますが、

モノとしての文学作品の存在とその流通を支え、具体的な読者集団と文学作品のコンタクトを可能にするメディアの存在も忘れる

ことの出来ない要素です。この授業では、近代文学が成立した明治期に焦点を定めて、近代文学作品が商業的メディアにおける

商品性を一定程度確保し、その流通性を確立する過程について講義します。その際に、概説的な歴史記述と具体的な文学作品

の内容との関係性に注目し、なるべく具体的な作品読解と接続できるように留意します。 

 

Discussion of the history of literature tends to focus on the mingling of the lives of various writers, and aspects of content 

(thematic) deepening and development. However, the existence of media that supports the existence and distribution of literary 

works as objects, and enables contact between specific groups of readers and literary works, is also an element that cannot be 

forgotten. This class will place a spotlight on the Meiji period when modern literature was formed, and will lecture on the 

process by which modern literary works secure a certain degree of product-ness in commercial media and establish 

distributability. In doing so, the class will focus on the relationship between outline-level historical description and the content 

of specific literary works, making every effort to enable connections with the reading of concrete works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 近代文学以前の虚構読み物とメディア１ 

3. 近代文学以前の虚構読み物とメディア２ 

4. 文学メディアの登場：硯友社のメディア論的意義１ 

5. 文学メディアの登場：硯友社のメディア論的意義２ 

6. 文学メディアの登場：硯友社のメディア論的意義３ 

7. 日清戦後のメディアと文学：文学の国民化１ 

8. 日清戦後のメディアと文学：文学の国民化２ 

9. 日清戦後のメディアと文学：文学の国民化３ 

10. 明治三十年代のメディアと文学：通俗小説の意味とロマンチック１ 

11. 明治三十年代のメディアと文学：通俗小説の意味とロマンチック２ 

12. 日露戦後のメディアと文学：自然主義隆盛の意義１ 

13. 日露戦後のメディアと文学：自然主義隆盛の意義２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には授業内で言及した文学作品を読み、講義内容との関係性を理解することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT316／文学講義 ３１６ 

(Lectures on Literature 316) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語史 2 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の歴史について、通史的に理解できるようになること。また、日本語史を学ぶ意義についてしっかり考察できるようになるこ

と。 

 

Students will gain an understanding of the Japanese language throughout its history. In addition, they will become able to 

carefully consider the significance of learning the history of Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の歴史（日本語史・国語史）について、時代を区切って解説していきます。時代時代に書かれたテキストを実際に読み解き

つつ、その時代らしさを日本語学の立場から考察することが求められます。 

 

This course will explain the history of Japanese (history of Japanese and of Japanese language study) across separate eras. 

Students will actually read and interpret texts written through the eras, and will be required to consider the nature of the eras 

from the perspective of Japanese linguistics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語史を学ぶ意義 

2. 上代日本語の表記・音韻 

3. 上代日本語の語彙・文法 

4. 中古日本語の表記・音韻 

5. 中古日本語の語彙・文法 

6. 中世前期日本語の表記・音韻 

7. 中世前期日本語の語彙・文法 

8. 中世後期日本語の表記・音韻 

9. 中世後期日本語の語彙・文法 

10. 近世前期日本語 

11. 近世後期日本語 

12. 近代日本語の表記・音韻 

13. 近代日本語の語彙・文法 

14. 現代日本語の諸相、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

歴史的事項を扱うため、高等学校までに学ぶ日本史の知識は必須である。未履修の者は、随時自学自習にて補うこと。また、高

等学校までに学ぶ国文法の知識も前提として話を進めるため、用言の活用や古語、歴史的仮名遣いについて必要があれば確認

しておくこと。講義には予習を以て臨み、復習を通じて理解を深めること。講義で触れられる部分は限られているため、図書館を

活用した幅広い独習が求められる。 

なお、３回以上欠席した場合には評価の対象外とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト兼コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也、2017、『日本語全史』、筑摩書房 (ISBN:9784480069573) 

 

参考文献（Readings） 

1. 近藤泰弘, 月本雅幸, 杉浦克己 編著、2005、『日本語の歴史』、放送大学教育振興会 (ISBN:4595305478) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT318／文学講義 ３１８ 

(Lectures on Literature 318) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
松本 裕喜(MATSUMOTO YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『伊勢物語』を中心に、日本古典文学の本文研究・注釈的研究の方法を理解する。 

 

Students will learn methods of textual research and annotative research in Japanese classical literature, focusing on Ise 

Monogatari. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典文学を研究する際に必要となるのは、書かれている内容をきちんと把握する力です。これは、注釈的な観点から読む力とも

言うことができます。 

また、写本時代の文学作品を考察の対象とする場合、本文の異同に対する目配りを欠くことは許されません。 

この授業においては、日本古典文学史上、後世最も広く享受されたと言ってよい『伊勢物語』を俎上に載せ、古典文学作品を注釈

的に読む力や、複数の本文を扱う力を涵養します。 

 

In research into classical literature, the ability to properly grasp the written content is necessary. This can be called reading 

ability, from an annotative point of view. 

In addition, when taking literary works of the manuscript era as subjects, researchers must never lose sight of differences in 

texts. 

This class will take up Ise Monogatari, which could be considered the work most widely enjoyed across generations in the 

history of Japanese classical literature, and will cultivate the ability to annotatively read works of classical literature and the 

ability to handle multiple texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『伊勢物語』について 

2. 有名章段と注釈上の問題（１） 

3. 有名章段と注釈上の問題（２） 

4. 『伊勢物語』古注釈の世界 

5. さまざまな本文 

6. 誤写という現象（１） 

7. 誤写という現象（２） 

8. 校本について 

9. 読者が作者になる（１） 

10. 読者が作者になる（２） 

11. 『伊勢物語』と業平私家集 

12. 『伊勢物語』と『大和物語』 

13. 『伊勢物語』と『源氏物語』 

14. 『伊勢物語』初段の解釈 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『伊勢物語』は長大な作品ではありません。授業内容を深く理解するためにも、学期中に通読してほしいと思います。テキストとし

て指定した『新版 伊勢物語』に施された注や現代語訳を参照しながらで結構ですが、不審な箇所や他の注釈書と比較して説が

分かれている箇所などを見つけたら、授業中に示す手順でその適否を自分なりに検討してみてください。 

これに加えて、本文研究にはくずし字を読む力が不可欠です。テキストの『影印校注古典叢書』に掲載された影印と翻刻とを対照

させ、くずし字を解読する力を少しずつ付けていくことも強く推奨します。 

 

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） 
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1. 石田穰二、『新版 伊勢物語』、角川学芸出版 (ISBN:978-4044005016) 

2. 小林茂美、『影印校注古典叢書 6 伊勢物語』、新典社 (ISBN:978-4787902061) 

 

参考文献（Readings） 

1. 妹尾好信、『昔男の青春』、新典社 

2. 小松英雄、『伊勢物語の表現を掘り起こす』、笠間書院 

この授業では、高等学校で学習した古典文法や古語の基本的な知識が必要となります。 

高校時代に使っていた文法書などをひもとき、一通り確認した上で授業に臨んでほしいと思います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT320／文学講義 ３２０ 

(Lectures on Literature 320) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学 4 

担当者名 

（Instructor） 
青木 慎一(AOKI SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

源氏絵の図様伝統や近世の絵画化の展開を通じて、『源氏物語』の解釈や享受の様相を理解する。 

 

Students will understand aspects of the interpretation and enjoyment of Genji Monogatari through the development of Genji-e 

(depictions of the story) design traditions and early modern depictions in paintings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「幻の源氏物語絵巻」と通称される絵巻は近世前期に制作された。本授業においては、豪華源氏絵・近世の絵入り本の図様や場

面選択、諸注釈の指摘を踏まえつつ、末摘花を中心に講読する。 

 

A picture scroll known as "Maboroshi no Genji Monogatari Emaki" was produced in the early modern period. This class will 

conduct lectures centered on Suetsumuhana (Safflower Princess), taking into account the design and location selection of 

splendid Genji-e paintings and early modern illustrated books, as well as the findings of annotators. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近世前期までの源氏絵の図様伝統 

3. 『絵入源氏物語』の刊行と近世の絵画化 

4. 「幻の源氏物語絵巻」の概要 

5. 末摘花巻の梗概・「末摘花上」の絵画化 

6. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（一） 

7. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（二） 

8. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（三） 

9. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（四） 

10. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（五） 

11. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（六） 

12. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（七） 

13. 「幻の源氏物語絵巻」を読む（八） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

源氏絵を描いた流派や作品ごとの特徴、近世の絵画化の動向、『源氏物語』注釈史など、前半の授業で扱う内容は、以後の絵巻

読解の前提知識となるのできちんと理解しておくこと。また、授業時にはほぼ平仮名で書かれ、句読点も付かない絵巻本文をテ

キストとするため、高校学習程度の古文文法力が必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー・受講態度(20%) 

コメントペーパーは毎時間終了前の２０分を使い、授業内容のまとめ・本時の気付き・疑問点等を記入してもらう。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小嶋菜温子・小峯和明・渡辺憲司、2008、『源氏物語と江戸文化 可視化される雅俗』、森話社 (ISBN:9784916087850) 

2. 辻英子、1999、『在外日本絵巻の研究と資料』、笠間書院 (ISBN:4305103281) 

3. 佐野みどり他、2019、『國華 第 1479 号（第 124 編 第 6 冊）』、國華社 

4. 稲本万里子、2018、『源氏絵の系譜―平安時代から現代まで』、森話社 (ISBN:9784864051323) 

5. 須田哲夫、2000、『源氏物語の鑑賞と基礎知識 No.13』、至文堂 
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6. 徳川黎明会、2010、『金鯱叢書 第 36 輯』、思文閣出版 (ISBN:9784784215119) 

7. 高橋亨・久富木原玲・中根千絵、2012、『武家の文物と源氏物語絵―尾張徳川家伝来品を起点として』、翰林書房 

(ISBN:9784877373276) 

参考文献の５・６・７については、以下の論文を参照してほしい。 

参考文献５：田口榮一「「末摘花」絵巻における物語の絵画化―源氏絵場面選択の意識とその造形化の一考察―」 

参考文献６：吉川美穂「新発見の「源氏物語絵巻 桐壺」―製作背景とその特質―」 

参考文献７：青木慎一「「源氏物語絵巻 桐壺」の絵画化―物語研究の観点から」 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・コメントペーパーの内容によっては、未提出同様の評価とする。 

・授業中の私語、途中退室等の行為に対しては厳しく対応する。 

・携帯電話については、辞書代わりの使用であっても認めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT322／文学講義 ３２２ 

(Lectures on Literature 322) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の立場から絵巻を研究をする上での基本的な知識や方法を理解する。また、人間の身体にまつわる普遍的な要素を大々的

に描いた作品群を読み解くことで、中世の表象文化の一端を掘り起こす新たな視点を獲得し、中世の文学や文化、人々や社会の

ありようについて、より多元的に理解する。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and methods for researching picture scrolls from the standpoint of literature. In 

addition, by reading and interpreting works that extensively depict universal elements related to the human body, students will 

obtain new perspectives for digging up medieval representational culture, and will understand the nature of medieval literature, 

culture, people, and society more pluralistically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世の絵巻の中でも、とりわけ現代では問題視されがちな病や死、性愛や排泄などを物語の中心モチーフに据えて描いた作品

群を取り上げ、読み解いていく。こうした身体事象は、時代や身分、老若男女の別を問わず、あらゆる人間に共通する普遍的なも

のであるが、その描かれ方や扱われ方は、時代によって、あるいは時と場合によって異なっている。よって本講義では、中世文

学・文化の一端を掘り起こすべく、そうしたモチーフを扱った作品群を読み解く。具体的には、各作品ごとに先行研究や問題点を

確認し、文字テキストだけでなく、物語の型やモチーフ、絵画表現、制作の背景、史的展開、他作品との関連なども含めた様々な

視点から明らかにしていく。中世についての理解にとどまらず、現代社会や自らの視点を問い直すきっかけともしたい。 

 

The course will take up, read, and interpret medieval picture scrolls that draw on central motifs of stories that tend to be seen 

as issues today as well, such as disease, death, sexuality, and excretion. These physical phenomena are universal and common 

to all human beings regardless of era, status, age, or gender. However, the ways in which they have been depicted and handled 

differ by era, or depending on time and circumstances. Accordingly, these lectures will decipher groups of works dealing with 

such motifs in order to uncover a part of medieval literature and culture. Specifically, the lectures will identify prior research 

and issues for each work, and will clarify not only texts but also the forms and motifs of tales, pictorial representations, the 

backgrounds to production, historical development, relations to other works, and other matters, from a variety of viewpoints. 

The lectures will go beyond understanding of the Middle Ages, offering opportunities to also reconsider modern society and 

students' own points of view. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 絵巻について 

3. 『福富草紙』① 

4. 『福富草紙』② 

5. 『福富草紙』③ 

6. 『福富草紙』④ 

7. 『放屁合戦絵巻』と『勝絵絵巻』 

8. 『小柴垣草紙』 

9. 『稚児之草子』 

10. 『袋法師絵巻』① 

11. 『袋法師絵巻』② 

12. 『病草紙』① 

13. 『病草紙』② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に紹介する作品や参考文献を読むこと。また、美術館や博物館などを訪れて文化財や資料を目にする機会を持ってほし

い。 

その他、授業時に別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート（2 回程度）(20%) 

なお、70％以上の出席をしない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。 

 

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） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AT323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT323／文学講義 ３２３ 

(Lectures on Literature 323) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学 3 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の文学・芸能などにあらわれる刀剣伝承を取りあげる．刀剣という武具に付随する物語を多角的に読み解き，そこから

中世文学の特質を理解する．また，各伝承の担い手に注目したり，諸伝承に共通した性質を見出したりすることで，文学が社会

に及ぼしてきた力に関する理解を深める． 

 

This course will take up sword folklore appearing in literature and entertainment in Japan's Middle Ages. Students will read and 

interpret tales involving the weapons known as swords from various angles, and from these will gain an understanding of 

characteristics of medieval literature. In addition, by focusing on the standard-bearers of the folk tales and discovering the 

nature common to them, students will deepen their understanding of the force that literature has exerted upon society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に生み出されたさまざまな文芸やその周辺資料に収められた，さまざまな名刀伝承を取りあげながら，由緒ある武具を生み

だしていく伝承の構造やその表現方法，異説がせめぎ合う実態などていねいに読み解いていく． 

 

While taking up various famous folklore tales of swords contained in literary arts and related materials from the Middle Ages, 

students will carefully read and interpret the structure and methods of expression of the folklore tales that produced historical 

weaponry, and the state of the competing views of these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ概説――中世の武具伝承をひらく 

2. 刀剣書の中世と近世 

3. 平重盛の「小烏」 付、平家重代の武具 

4. 平頼盛と「抜丸」 

5. 源頼朝と「鬚切」 

6. 佐々木家伝来の「綱切」 

7. 「鬼丸」と「鬼切」のゆくえ 

8. 中間まとめ 

9. 曽我兄弟の仇討ちと重代の太刀 

10. 酒呑童子を斬った太刀 

11. 『剣巻』を読む 

12. 簇生する名刀伝承 

13. 足利将軍家に伝わった重代の太刀 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品・参考文献などを，各自で幅広く読み進め，中間・期末レポートの執筆につなげること． 

レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木彰、2003、『平家物語の展開と中世社会』、汲古書院 (ISBN:9784762935459) 

その他は授業の中で随時紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は古典の原文を用いて進める．資料を掲載したプリントを配布し，それに基づいて講義する．各回のコメントは，単なる感想

ではなく，講義内容を踏まえて考えた事柄について記入してもらう．その他の注意事項は初回の授業の際に伝えるので，気をつ

けること． 

 

注意事項（Notice） 
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■AT325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT325／文学講義 ３２５ 

(Lectures on Literature 325) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 1 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新古今時代の歌人の恋歌についての理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of the romantic poetry of Shinkokin era poets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では新古今時代に活躍した歌人達の恋歌を読んでいく。藤原俊成・藤原定家・藤原良経・藤原家隆・俊成卿女・後鳥羽院

の六人の歌人の恋歌を取り上げる。恋歌の考察をとおして各歌人の歌風の特徴や傾向について考えてみたい。 

 

In this class, students will read the romantic poetry of poets who lived in the Shinkokin era. The course will take up the 

romantic poetry of six poets: Fujiwara no Shunzei, Fujiwara no Teika, Fujiwara Yoshitsune, Fujiwara no Ietaka, Fujiwara no 

Shunzei no Musume, and Emperor Gotoba. Through study of the romantic poems, the characteristics and inclinations of their 

respective poetic styles will be considered. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 藤原俊成(１) 

3. 藤原俊成(２) 

4. 藤原定家(１) 

5. 藤原定家(２) 

6. 藤原良経(１) 

7. 藤原良経(２) 

8. 藤原家隆(１) 

9. 藤原家隆(２) 

10. 俊成卿女(１) 

11. 俊成卿女(２) 

12. 後鳥羽院(１) 

13. 後鳥羽院(２) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に紹介します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/コメントペーパー・課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT328／文学講義 ３２８ 

(Lectures on Literature 328) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 4 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 有祐(INABA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『おくのほそ道』研究上の争点について理解し、種々の問題点を考察することで、より深い作品読解を目指す。 

 

By understanding points of dispute in the study of Oku no Hosomichi and considering various issues, the class will seek a 

deeper interpretation of the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

松尾芭蕉の『おくのほそ道』は和漢の古典を縦横に駆使した、極めて読み応えのある作品となっている。そこで、本授業では『おく

のほそ道』を題材として幾つかのテーマを設定し、要点を抑えつつ、読解していく。読解・解釈にあたっては、諸説分かれる部分も

多分にある。従来の研究成果を踏まえながら争点を整理することで、本授業が新たな読みの可能性を広げるよすがになればと思

っている。 

 

A work that makes use of the full breadth of Japanese and Chinese classics, Matsuo Basho's Oku no Hosomichi is well worth 

reading. This class will set a number of themes drawing on Oku no Hosomichi, and will perform readings and interpretation while 

grasping the main points. Within readings and interpretations are many parts on which opinions are divided. By organizing points 

of dispute based on the findings of prior research, the class aims to expand the potential of new readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに －芭蕉について－ 

2. 諸本・成立の問題 

3. 発端及び構成論 

4. 同行者、曽良 

5. 『おくのほそ道』の登場人物・虚構化 

6. 『おくのほそ道』と謡曲（1) 

7. 『おくのほそ道』と謡曲（2) 

8. 『おくのほそ道』と歌枕 

9. 『おくのほそ道』と義経説話（1) 

10. 『おくのほそ道』と義経説話（2) 

11. 『おくのほそ道』の対称性（1） 

12. 『おくのほそ道』の対称性（2） 

13. 七夕と遊女 

14. 『おくのほそ道』の終着 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に臨むにあたっては、扱われる章段を必ず読み、未知の言葉や風俗・知識などについては調査し、自分なりに問題点を整理

しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のコメントペーパー(30%)/小レポート（2 回程度）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 萩原恭男校注、1979 年、『おくのほそ道 付 曾良旅日記 奥細道菅菰抄』、岩波文庫 (ISBN:4003020626) 

その他、適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀切実編、2003 年、『『おくのほそ道』解釈事典－諸説一覧』、東京堂出版 (ISBN:4490106254) 

2. 楠元六男・深沢眞二編、2009年、『おくのほそ道大全』、笠間書院 (ISBN:4305704617) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT329／文学講義 ３２９ 

(Lectures on Literature 329) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本文学 1 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古地図をひもときながら江戸/東京を知る 

 

Learning about Edo/Tokyo while reading old maps. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もうすぐ東京オリンピックが開催されます。でも私たちは東京をどれだけ知っているでしょうか？そもそも東京は、いつ、どのように

してできた、どんな町なのでしょうか？古地図をひもときながら、江戸／東京について学びます。 

 

The Tokyo Olympics will soon be held. But how much do people know about their city of Tokyo? When and how did Tokyo come 

into being, and what sort of city is it? Students in the class will learn about Edo/Tokyo while reading old maps. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 文学における「場所」の重要性について概説する 

2. 古地図について知る 

3. 古地図の概要を知る 

4. 首都について知る 

5. 首都東京のはじまりを知る 

6. 江戸の町の成り立ちを知る 

7. 江戸の町の成り立ちを知る 

8. 江戸の町の成り立ちを知る 

9. 古地図の見方を知る 

10. 江戸の各町について知る 

11. 江戸の各町について知る 

12. 江戸の各町について知る 

13. 江戸から東京への変遷について知る 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 次回の予習をしてくる。 

事後学習： リアクションペーパーやノートなどで復習する。 

宿題： リアクションペーパーやレポートなどで授業内容の理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安原眞琴、2017、『東京おいしい老舗散歩』、東海教育研究所 (ISBN:4486039106) 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原眞琴、2016、『東京の老舗を食べる』、亜紀書房 (ISBN:4750514497) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

安原眞琴公式サイト（http://www.makotooffice.net/) 

 

注意事項（Notice） 
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■AT331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT331／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 1 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代児童文学作品の読解を通じて、児童文学を読み解くための方法と批評的観点を学ぶ。  

 

Through the reading of modern and contemporary children's literature, students will learn methods and critical perspectives for 

reading and interpreting that literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 児童文学は子どものための文学である。しかし〈子ども〉は自明の存在ではなく、常に発見される社会的・歴史的な産物である。

その〈子ども〉のことを書く児童文学のなかには、同時代の社会状況に対する批評の可能性として、あるいは危機の表象としての

〈子ども〉がいる。 

 本講義では、児童文学の歴史を学びつつ、近代童話や現代児童文学の転換期といわれる 1970 年代以降の児童文学作品を

読み、児童文学というジャンルにおける〈子ども〉をめぐる文学的想像力について考察する。講義には演習の時間を設け、履修者

には毎回作品に対する各自の解釈をもって積極的に授業に参加する姿勢を求める。 

 

 Children's literature is literature written for children. However, children are not self-evident entities, but rather are products of 

continually discovered society and history. In children's literature that writes about children, one finds children as potential for 

critiques of contemporary social conditions, or as representations of crisis. 

 While engaging in study of the history of children's literature, the lectures will read children's literary works beginning from the 

1970s, a time said to be a turning point in modern children's stories and contemporary children's literature, and will consider 

literary powers of imagination involving children, within the genre of children's literature. Time for exercises will be given in the 

lectures, and course takers will be required to take a stance of actively participating in each class with their own interpretations 

of the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入――「児童文学」とはなにか 

2. 近代童話のはじまり 

3. 近代童話を読む①小川未明 

4. 「童心主義」時代の児童文学 

5. 近代童話を読む②宮沢賢治 

6. 近代童話とアニメーション 

7. 現代児童文学のはじまり 

8. 「タブーの崩壊」期の児童文学と〈子ども〉概念の歴史性 

9. 現代児童文学を読む①上野瞭 

10. 現代児童文学と社会：電話／異世代間のコミュニケーション 

11. 現代児童文学を読む②岩瀬成子 

12. 現代児童文学と社会：ダイエット、摂食障害 

13. 現代児童文学を読む③谷川俊太郎 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布する。授業時間外に予習として精読してくること。 

テキストを含め授業で配布したプリントは Blackboardにアップする。欠席した場合も自らプリントを入手し、Blackboard で課題等の

指示を確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内演習およびリアクションペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 1690 - 

本講義は講義形式を中心とするが、ほぼ毎回、授業内容の理解度や作品に対する解釈をワークシートに記述する演習を行う。ま

た、受講者数によってはディスカッションやグループワークを行う予定である。積極的な受講態度を期待する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT332／文学講義 ３３２ 

(Lectures on Literature 332) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

震災後文学を考える 

阪神淡路大震災後の文学、東日本大震災後の文学の考察を通じて現代文学の可能性を考察する 

 

Thinking about post-earthquake literature 

This course will examine the potential of contemporary literature through the literature that followed the Hanshin-Awaji 

Earthquake and the Great East Japan Earthquake. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代文学の変容を震災後文学という観点から考察する 

文学による認識、文学的想像力によるオルタナティブな選択肢の提示、文学としての記憶など、現代文学の可能性を考える。 

映画研究を交えて、災厄の可視化とヴィジョンについて考察する 

 

It will consider the transformations in Japanese contemporary literature from the perspective of post-earthquake literature. 

The course will consider the potential of contemporary literature, including recognition through literature, the presentation of 

alternative options through literary imagination, and memory as literature. 

Considering the visualization and vision of disasters through film research 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 村上春樹における阪神淡路大震災後の変容 

3. 黒澤明「夢」の予見 

4. 「太陽を盗んだ男」にみる抵抗の意思 

5. 園子温「希望の国」にみる日常の変貌 

6. 「朝日のあたる家」にみる移動の表象 

7. 「シン・ゴジラ」にみる災厄の物語と表象 

8. 「君の名は。」にみる破滅の可視化 

9. 川上弘美「神様２０１１」における、災厄の前の物語の書き換え 

10. 高橋源一郎「恋する原発」と「震災文学論」 

11. いとうせいこう「想像ラジオ」：災厄とメディア 

12. 津島佑子「ヤマネコ・ドーム」の予見と遺言 

13. 多和田葉子「献灯史」の絶望と希望 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題テキストを読解研究する 

授業内での指示に従い「課題」を毎週ブラックボードにアップする 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村上春樹、『神の子どもたちはみな踊る』、新潮文庫 

2. 川上弘美、『神様 2011』、講談社 

3. いとうせいこう、『想像ラジオ』、河出文庫 

4. 津島佑子、『ヤマネコ・ドーム』、講談社文芸文庫 

5. 多和田葉子、『献灯史』、講談社文庫 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT333／文学講義 ３３３ 

(Lectures on Literature 333) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 3 

担当者名 

（Instructor） 
山田 夏樹(YAMADA NATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学の中・短編小説を読解し、描写や形式の意味を学び、またそれが描かれた時代の価値観などについて考察

していく。ただし、特定の作品や近現代文学だけに関心、視点を限定してしまうのではなく、最終的には、そうしたものを通して、常

に社会の様々な事象に対して疑問を持ち、自ら問いを立てていく姿勢自体を身に付けること自体を目標とする。 

 そして、授業の最後ではリアクションペーパーを提出するため、授業内容を学んだ上で、自身の考えを毎回根拠をもって述べら

れるようになることも目標とする。 

 

 This course will read and interpret Japanese contemporary and modern novellas and short stories, learn the significance of 

their depictions and formats, and consider the values of the times in which they were depicted. However, rather than restricting 

interest or perspectives to specific works or modern and contemporary literature, it is the course's eventual aim that, through 

such things, students will acquire the attitude itself of always holding doubts about various happenings in society and of 

questioning the self. 

 As students will submit a reaction paper at the conclusion of the class, the class aims for students to become able to present 

their own thoughts each time, grounded in the learning of class content. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回特定の小説を扱い、その読解をしていく。 

 

 Each session will take up a particular novel for reading. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方・評価の方法など） 

2. 夏目漱石「夢十夜」（１９０８年） 

3. 武田麟太郎「反逆の呂律」（１９２９年）① 

4. 武田麟太郎「反逆の呂律」（１９２９年）② 

5. 三島由紀夫「橋づくし」（１９５８年） 

6. 江戸川乱歩「鏡地獄」（１９２６年）① 

7. 江戸川乱歩「鏡地獄」（１９２６年）② 

8. 石原慎太郎「太陽の季節」（１９５５年）① 

9. 石原慎太郎「太陽の季節」（１９５５年）② 

10. 三島由紀夫「金閣寺」（１９５６年）① 

11. 三島由紀夫「金閣寺」（１９５６年）② 

12. 三島由紀夫「金閣寺」（１９５６年）③ 

13. 三島由紀夫「金閣寺」（１９５６年）④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業内で取り上げる作品を、毎回、必ず事前に読み、自分なりの解釈を持って、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度(15%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三島由紀夫、2003 年、『金閣寺』、新潮社 (ISBN:978-4101050089) 

 三島由紀夫「金閣寺」以外は、授業の中で、適宜、必要箇所を印刷して配布する。授業で扱う回までに、必ず読んでくること。 

 また、武田麟太郎「反逆の呂律」、江戸川乱歩「鏡地獄」は、著作権の切れた作品を無料で公開しているインターネットサイト「青

空文庫」でも読むことができる。 

 



 - 1694 - 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT335／文学講義 ３３５ 

(Lectures on Literature 335) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 5 

担当者名 

（Instructor） 
乾 英治郎(INUI EIJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義テーマ「近現代日本のホラー＆ＳＦ」 

 

明治期からイチゼロ年代までのホラー小説およびＳＦ小説の系譜を辿ることにより、奇想と驚異に満ちた近現代文学史を構築す

ることを目標とします。 

 

Theme of lectures: "Modern and Contemporary Horror & Science Fiction in Japan" 

 

By tracing the genealogy of horror novels and science fiction novels from the Meiji period to the 2010s, the course aims to build 

a modern and contemporary literary history full of wonders and marvels. 

 

授業の内容（Course Contents） 

非日常的な世界を描く文学ジャンルであるホラーと SFの系譜を、明治から現代までの時間軸に沿って概観します。 

個々の作品が生まれた社会的・文化的背景など、多角的な視点からの考察を行います。 

ミステリー小説などの隣接する小説ジャンルや、映画・漫画・アニメといった文学以外のメディア作品にも、積極的に言及していき

ます。 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども活用する予定です。 

 

The course provides an overview of the genealogy of horror and science fiction, genres that describe extraordinary worlds, 

along a time line extending from the Meiji period to the present. 

From multifaceted perspectives, the course will consider the social and cultural backgrounds against which individual works 

were born. 

The course will make active references to adjacent genres of novel such as mystery novels, as well as media works in the areas 

of movies, comics, and animation. 

Classes will be in lecture format, using PowerPoint, video materials, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 明治篇（1）帝国主義の光と影  

3. 明治篇（2）  

4. 大正編（１）大正デモクラシーの光と影 

5. 大正編（2） 

6. 昭和・戦前編（1）昭和モダニズムの光と影 

7. 昭和・戦前編（2） 

8. 昭和・戦後編（1）高度経済成長期の光と影 

9. 昭和・戦後編（2） 

10. 昭和・戦後編（3） 

11. 平成編（1）ジャンルの越境と融合 

12. 平成編（2） 

13. 平成編（3） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて講義内で指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席および授業参加度(20%) 

出席回数が 2／3に満たない場合は、成績評価の対象としません。 
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テキスト（Textbooks） 

特になし。 

必要な場合、Blackboard を通じて資料を配布する可能性もあります。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 

必要に応じて講義内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT336／文学講義 ３３６ 

(Lectures on Literature 336) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 6 

担当者名 

（Instructor） 
前田 潤(MAEDA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学と写真（視覚表象）との関わりについて学ぶ。写真技術の進展や撮影作法の変貌と関連する形で生み出され

た文学テクストを対象化し、文学が写真をどのように「語り」、写真が文学テクストをどのように「生み出した」のかを検討する。同

時に、写真をめぐる言説と文学テクストの距離について思考することを通じて、テクストを批評する豊かな言葉を獲得する。 

 

 Students will learn about the relationship between Japanese modern/contemporary literature and photography (visual 

representations). Targeting literary texts produced in relation to advances in photographic technology and changes in 

photographic techniques, the course will consider how literature speaks of photographs, and how photos have generated literary 

texts. At the same time, by thinking about the distance between literary texts and discourse on photographs, students will 

acquire a rich vocabulary for criticizing texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は、すでにその歴史的な価値を認められた、また、その歴史的な価値を長らく看過されてきた写真をその都度掲示しな

がら、写真と文学テクストとの関わりについて考察を行ってゆくものである。 

 全講義を通じて議論したい点は以下の通り。 

 １ 新聞紙面における写真の歴史的な役割について。 

 ２ 死のメディアといわれる写真の位置と近代人の自意識との関わりについて。 

 ３ 撮影環境の変遷と人の生活空間の変貌について。 

 ４ 写真と「未来」という時制について。 

 ５ 視覚表象の氾濫がもたらす存在論的な意味について。 

 

 These lectures will examine the relationship between photographs and literary texts, presenting photographs that have 

already-recognized historical value or that have been long overlooked. 

 Points to be addressed throughout the lectures are as follows. 

 1. The historical role of photographs in newspapers. 

 2. The relationship between the status of photographs, called "dead media," and the self-awareness of modern people. 

 3. Changes in the shooting environment and in people's lifestyle spaces. 

 4. Photographs and the tense called "future." 

 5. The ontological significance brought about by a flood of visual representation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代日本写真小史（ベンヤミンを参照しつつ） 

2. 漱石のいない写真／夏目漱石の肖像写真 

3. 写真を巡る葛藤（夏目家の恋愛事件） 

4. 芥川龍之介の肖像写真（大正文士の「顔」の露呈） 

5. 乃木希典の殉死写真 

6. 御真影と御大葬報道 

7. 日常を切り取ること（梅佳代、長島有利枝、ヴィヴィアン・マイヤー） 

8. スクープ写真の周辺（ノースタワーから落ちてゆく男性） 

9. 戦争報道と写真①（スペイン内戦とロバートキャパ） 

10. 戦争報道と写真②（スペイン内戦とロバートキャパ＋ゲルダ・タロー） 

11. マグナム（アンリ・カルティエ・ブレッソンと「決定的瞬間」） 

12. 写真絵葉書と関東大震災 

13. 未来を写す写真（写真を見るまなざしの変貌） 

14. 写真を見せること（テロリズムと写真） 

 

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。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

単位取得のためには７０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田 潤、２０１６年、『地震と文学―災厄と共に生きていくための文学史』、笠間書院 (ISBN:9784305708106) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT337／文学講義 ３３７ 

(Lectures on Literature 337) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 1 

担当者名 

（Instructor） 
井島 正博(IJIMA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の条件文の仕組みを解明し、その全体像を概観する。 

 

The course will elucidate the mechanisms of conditional sentences in Japanese, taking a high-level overview. 

 

授業の内容（Course Contents） 

条件文は、順接・逆接、仮定・確定という２つの基準を組み合わせて構成される。条件文は従来、〝論理的〟なものと言われてき

たが、実際は論理で捉えられるものではないことを示し、さまざまな条件文の類型を見ていくことにしたい。 

 

A conditional sentence is constructed by combining two conditions: resultative/contrastive conjunction and 

postulate/finalization. Conditional sentences have traditionally been called "logical." This course will show that in actuality they 

are not something that can be captured in logic, and will look at various patterns of conditional sentences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 従来の条件文研究１ 

2. 従来の条件文研究２ 

3. 条件文の本質１ 

4. 条件文の本質２ 

5. 順接仮定表現１ 

6. 順接仮定表現２ 

7. 順接確定表現１ 

8. 順接確定表現２ 

9. 逆接仮定表現 

10. 逆接確定表現 

11. 認識的条件文１ 

12. 認識的条件文２ 

13. 反事実的条件文 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に提示する著書・論文等を各自で直接読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

毎回出席をとり、８割以上の出席者に対してレポートを課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT338／文学講義 ３３８ 

(Lectures on Literature 338) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 2 

担当者名 

（Instructor） 
井島 正博(IJIMA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の動詞文の仕組みを解明し、その全体像を概観する。 

 

The course will elucidate the mechanisms of verbal sentences in Japanese, taking a high-level overview. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文の分類の一つに、述語になる品詞の種類によって、動詞文、形容詞文、名詞文と分けるものがある。ここではそのうち動詞文

に焦点を当て、動詞文の構造、意味、視点との関わりなどさまざまな観点から、使役・受身、自動詞・他動詞、授受動詞文、変化

動詞文、移動動詞文などさまざまな動詞文を分析していく。 

 

One classification of sentences separates sentences into verb sentences, adjective sentences, or noun sentences, depending 

on the type of the part of speech that is the predicate. Placing a focus on verbal sentences, this course will analyze causative, 

passive, transitive, and intransitive verbs, transferive verbal sentences, stative verbal sentences, motive verbal sentences, and 

other varied verbal sentences, from various viewpoints such as verbal sentence structure, semantics, and relation to viewpoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 従来の動詞文研究１ 

2. 従来の動詞文研究２ 

3. 動詞文の構造１―使役・受身を通して―１ 

4. 動詞文の構造―使役・受身を通して―２ 

5. 自動詞と他動詞１ 

6. 自動詞と他動詞２ 

7. 授受動詞文１ 

8. 授受動詞文２ 

9. 変化動詞文１ 

10. 変化動詞文２ 

11. 移動動詞文１ 

12. 移動動詞文２ 

13. その他の動詞文 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に提示する著書・論文等を各自で直接読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

毎回出席をとり、８割以上の出席者に対して学期末にレポートを課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT339／文学講義 ３３９ 

(Lectures on Literature 339) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 3 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 薫(OKADA KAORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の音について知る。 

 

Students will learn about the sounds of the Japanese language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

普段の会話では、日本語の音について気にとめることはあまりないのが普通であると思う。日本語の音に関する、母音、子音、ア

クセント、イントネーション、語形と音変化など講義する。小テストを毎回行う。 

 

In ordinary conversations, it is normal that people do not pay much notice to the sounds of Japanese. Lectures will cover the 

sounds of the Japanese language, including vowels, consonants, accent, intonation, word forms, and phonetic changes. A quiz 

will be given every session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 言語と音（１） 

2. 言語と音（２） 

3. 日本語の母音 

4. 日本語の子音（１） 

5. 日本語の子音（２） 

6. 日本語の子音（３） 

7. 日本語のアクセント（１） 

8. 日本語のアクセント（２） 

9. 日本語のアクセント（３） 

10. 日本語のイントネーションなど 

11. 語形と音変化（１） 

12. 語形と音変化（２） 

13. 語形と音変化（３） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(61%)/授業内に行う小テスト(39%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也他編、2017、『日本語ライブラリー日本語の音』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51615-9) 

2. 斉藤純男、2014、『日本語音声学入門改定版』、三省堂 (ISBN:978-4-385-34588-8) 

3. 松崎寛他編、2018、『日本語教育能力検定試験に合格するための音声２３』、アルク (ISBN:978-4-7574-1832-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT340／文学講義 ３４０ 

(Lectures on Literature 340) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 4 

担当者名 

（Instructor） 
新永 悠人(NIINAGA YUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 主に奄美大島の方言を通して，記述言語学の基礎知識を習得する。奄美大島の方言，文化，歴史を通して，日本の「標準語」，

「文化」，「歴史」を多様な視点から捉えることができるようになる。 

 

 Students will acquire basic knowledge of descriptive linguistics, mainly through the dialect of Amami Oshima. Through the 

dialect, culture, and history of Amami Oshima, students will understand standard language, culture, and history in Japan from 

various perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 奄美大島を含む琉球列島の方言と文化を学ぶ。琉球列島は日本列島の南西に位置し，北端は奄美大島から始まり，沖縄本

島，宮古島，石垣島などを経て最西端の与那国島に到る（そのすぐ先には台湾が存在する）。この授業ではその最北端の奄美大

島に焦点を当てる。 

 メインは奄美大島で話されている方言の文法を日本の他方言（日本語標準語も含む）や世界の諸言語と比較し，その特徴を理

解することである。機に応じて，奄美大島の文化的特徴や歴史も考察する。 

 

 Students will learn about the dialects and culture of the Ryukyu Islands, including Amami Oshima. The Ryukyu Islands are 

located southwest of the Japanese archipelago, with its northern end beginning with Amami Oshima, then moving on to Okinawa 

Island, Miyako Island, Ishigaki Island, etc., before reach their westernmost point in Yonaguni Island (with Taiwan lying immediately 

after that). The course will focus on the northernmost point of the islands, Amami Oshima. 

 The main objective is to compare the grammar of the dialect spoken on Amami Oshima with other dialects of Japan (including 

standard Japanese) and other languages of the world, and to understand the features of these. As opportunity arises, the 

course will also examine the cultural characteristics and history of Amami Oshima. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. 琉球列島で話される方言の多様性 

3. 日本語と琉球語のつながり 

4. 奄美方言？ それとも、奄美語？ 

5. 方言の「文法」とは？ その調べ方は？ 

6. 奄美方言の音の不思議１ 

7. 奄美方言の音の不思議２ 

8. 奄美大島と黒糖 

9. 奄美方言の擬音・擬声語、擬態語 

10. 奄美方言の特別な「二人」 

11. 奄美方言の「私」と「アキラ」と「男」の違い 

12. 奄美方言の「が」と「の」と「を」 

13. 奄美方言のコピュラ 

14. 琉球列島のミキ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業で配布した記入用プリントをもとに復習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

毎回，授業へのコメント・質問を記入する用紙を提出してもらうので，出欠はそれを用いて確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。毎回，記入用のプリントを配布するのでそれに授業内容をまとめて行く。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT341／文学講義 ３４１ 

(Lectures on Literature 341) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 5 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品には成り得なくとも国語資料として用いられているもの、或いは用いられるべきものというものが多々存することを理解

した上で、様々なジャンルの国語資料の資料的価値及び特色や研究手法等について概略を理解できるようになることが目標で

す。発展目標としては、講義で直接は扱わなかった資料についても、国語資料として独自に分析できるようになることを掲げま

す。  

 

The objective of the course is to enable understanding of an overview of research methods, the value and characteristics of 

Japanese-language materials in various genres, etc., with the understanding that there are many items which, even if not 

literary works, are or should be used as Japanese-language study materials. The goal is that students become able to 

independently analyze items as Japanese-language research materials, even if not dealt with directly in the lectures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と語学における資料の扱いについて、具体的に解説していきます。箇条書きされた文章を文学として取り上げることは難しい

場合もありますが、国語（日本語）が書かれていればそれは全て国語資料として国語学の対象となります。状況によっては、国語

が書かれておらずとも国語資料として用いることすらあります。本講義では、所謂文学と呼ばれるもの以外の様々なジャンルの文

書について、主に国語史的な観点からそれが国語資料として伝統的にどのように用いられてきたのか、或いはどのように用いる

ことが可能であるのかといったことを紹介していきます。また、所謂古典文学作品と呼ばれるものについて、語学資料としての価

値はどのようであるのか、といったことも併せて触れることになります。 

 

The course will concretely explain the handling of materials in literature and linguistics. While it can be difficult to take up 

itemized texts as literature, if an item is written in Japanese, it can serve as materials for Japanese study and a subject of 

Japanese linguistics. Depending on the situation, items can become materials for the study of Japanese even if not written in 

Japanese. For documents of varied genre other than so-called literature, the lectures will introduce these primarily in terms of 

how they have traditionally been used as Japanese language study materials from viewpoints of the history of the Japanese 

language, and how they could be used. In addition, the course will touch on what sort of value classic literary works hold as 

materials for linguistic studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 文学資料と語学資料  

2. 金石文や木簡 

3. 王朝文学作品① 

4. 王朝文学作品② 

5. 中世文芸① 

6. 中世文芸② 

7. 近世文芸 

8. 訓点資料 

9. 悉曇資料 

10. 外国資料 

11. 近世語学書 

12. 料理書・医書 

13. 新聞 

14. 辞書 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

個々の資料の扱い方というよりも、講義全体の根底にある物の見方を学び、「この場合にはどうなるのだろうか」といった視点を以

て講義に臨んでください。細かい知識は、不必要と感じた人は覚える必要はありません。最終レポートでは、講義で扱わなかった

資料を任意で取り上げて、その資料の「文学的価値」及び「語学的価値」について多角的に論じることになります。発想よりも、詳

細な調査やバランスの良い議論が大切です。 
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なお、歴史的事項を扱うので、高等学校までの日本史の知識は大前提で話を進めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

３回以上欠席した場合には評価の対象外となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也編、1991、『資料日本語史』、おうふう (ISBN:9784273024246) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT343／文学講義 ３４３ 

(Lectures on Literature 343) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学 1 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和本の実物に触れ，書誌調査の基礎を習得する。 

 

Students will encounter actual traditional Japanese books, and will learn the basics of bibliographical research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和本の特徴や近世出版メディアの概略について解説したのち，くずし字解読演習，和本のうち特に版本の現物を用いた書誌学実

習をくりかえし行う。書誌学の基本を学ぶとともに，近世のさまざまなジャンルの文学作品を翻刻・調査することにより，ジャンル毎

の特徴や造本形式の違いについても理解する。 

 

After explaining characteristics of traditional Japanese books and an overview of early modern printing media, the course will 

practice the deciphering of writing in running form characters, and will repeat bibliographical exercises using traditional 

Japanese books, especially actual woodblock-printed versions. In addition to studying the basics of bibliography, students will 

learn about genre-specific characteristics and differences in bookbinding formats, by reprinting and researching literary works 

from various early modern genres. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法等について） 

2. 近世版本のさまざま―講義 

3. くずし字解読の方法について―講義 

4. くずし字解読演習１ 

5. くずし字解読演習２ 

6. くずし字解読演習３ 

7. くずし字解読演習４ 

8. くずし字解読演習５ 

9. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方１―講義 

10. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方２―講義 

11. 書誌学実習１ 

12. 書誌学実習２ 

13. 書誌学実習３ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配付するプリントを熟読する。配付プリントにより、くずし字解読の予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/くずし字テスト(40%)/書誌カードの作成(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時に適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣庭基介・長友千代治、1998、『日本書誌学を学ぶ人のために』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1707 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1708 - 

■AT346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT346／文学講義 ３４６ 

(Lectures on Literature 346) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献解読 2 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

くずし字の解読能力を身につける。古典文学史の知識を習得する。 

 

Students will acquire the ability to decipher running form characters. Students will acquire knowledge of classical literary 

history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の古典文学作品を、くずし字で読む。くずし字、変体仮名の解読力を養うと同時に、基本的な古典文学史の知識を養う。毎回

の講義でくずし字を読み、解説を加える。有名な古典作品をくずし字で読んでみたいと思う。 

 

Students will read Japanese classical literary works written in running form characters. Students will cultivate the ability to 

decipher running form characters and hentaigana (variant kana), along with fundamental knowledge of classical literary history. 

Each lecture will involve the reading of running form characters, with added commentary. The course aims to read famous 

classical works in running form characters. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. くずし字 とは何か。くずし字解読の意義 

2. くずし字解読① くずし字の歴史、かなの歴史 

3. くずし字解読② 万葉集・古事記 

4. くずし字解読③ 古今和歌集・伊勢物語 

5. くずし字解読④ 竹取物語・源氏物語 

6. くずし字解読⑤ 和漢朗詠集 

7. くずし字解読⑥ 土佐日記・蜻蛉日記・更級日記 

8. くずし字解読⑦ 宇治拾遺・今昔物語集 

9. くずし字解読⑧ 歌謡、梁塵秘抄 

10. くずし字解読⑨ 新古今和歌集・百人一首 

11. くずし字解読⑩ 保元・平治・平家物語 

12. くずし字解読⑪ 方丈記・徒然草 

13. くずし字解読⑫ 連歌・俳諧 

14. くずし字解読⑬ 西鶴、江戸文学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

読めなかった字を復習して、少しづつ、読めるようになっていってほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(30%)/コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1972、『字典かな』、笠間書院 (ISBN:978-4305000002) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世 2 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世という時代背景を探り、古代から近世へつながる間の文化や思想を文芸作品から考察する。中世とはいかなる時代なのか、

個々人で考える力を身につける。様々な作品を扱うことにより、作品間の諸相の読み解く方法を理解する。異域をめぐる言説から

日本像を問い直す。 

 

The course will explore the background to the Middle Ages, and through literary arts will consider the culture and thought that 

connect ancient times to early modern times. Students will acquire the power to individually consider the nature of the Middle 

Ages as an era. By taking up various works, students will understand methods for deciphering various aspects of the works. The 

course will rethink the image of Japan through discourses spanning different areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に語られ、広まった説話世界を、説話集、お伽草子を中心に読み解き、紐解いていく。講義は作品に関する概説を行ってか

ら、内容を読解していく。絵巻などの絵画資料も取り扱う。 

地獄などの異界や琉球などの異国の物語を読み解き、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から異域認識を考えて

いく。 

 

The course ill decipher and unravel the narrative world of the Middle Ages, with a focus on narrative anthologies and otogi-zoshi 

medieval illustrated short stories. The course will provide an overview of works, then decipher their content. Scrolls and other 

illustrated materials will also be used. 

Students will read and interpret stories about other worlds such as Hell and stories from other lands such as Ryukyu, and will 

consider the perceptions of other areas as seen in the stories of people who have crossed borders into other countries or other 

worlds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世の説話世界― 

2. 竹取説話を読む１ 

3. 竹取説話を読む２ 

4. 竹取説話を読む３ 

5. 異郷に赴く人々１ 

6. 異郷に赴く人々２ 

7. 異郷に赴く人々３ 

8. 御霊について１ 

9. 御霊について２ 

10. 地獄をめぐる人々１ 

11. 地獄をめぐる人々２ 

12. 地獄をめぐる人々３ 

13. 琉球をめぐる説話１ 

14. 琉球をめぐる説話２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のコメント、小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  
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■AT410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３１０ 

(Lectures on Literature 310) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧 4 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安・鎌倉時代の歌合を読む。 

 

Students will read works of uta-awase from the Heian and Kamakura periods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歌合とは左右に分かれた歌人が歌を詠み、その優劣を競う催しである。現在確認できる歌合の最古の例は９世紀末頃とされる

が、それ以降大小様々な歌合が開かれた。特に和歌が題詠化する１１世紀後半以降その数は増え、１２世紀末～１３世紀初頭に

最盛期を迎える。本授業では平安・鎌倉時代の歌合の中から幾つかを取り上げる。これらの歌合において詠まれた和歌の読解

をとおして歌合という場の論理と表現との関わりや平安時代から鎌倉時代にかけての和歌の変化について考えてみたい。 

 

Uta-awase is an event in which poets divided into left and right sides compete in the reading of poems. The oldest examples of 

uta-awase that can be confirmed at present are from around the end of the 9th century; after that, the events were held at 

various scales. The number particularly increased after the latter half of the 11th century, when waka came to be composed on 

previously given subjects, and reached a peak in the late 12th to the early 13th centuries. This class will take up a number of 

poems from the Heian and Kamakura periods. The goal is to consider the relationship between logic and expression within uta-

awase, and changes in waka poetry from the Heian to the Kamakura periods, through readings of the waka that were read in 

uta-awase events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『天徳四年内裏歌合』 

3. 『賀陽院水閣歌合』 

4. 『承暦二年内裏歌合』 

5. 『左近権中将俊忠朝臣家歌合』① 

6. 『左近権中将俊忠朝臣家歌合』② 

7. 『六条宰相家歌合』① 

8. 『六条宰相家歌合』② 

9. 『六百番歌合』① 

10. 『六百番歌合』② 

11. 『六百番歌合』③ 

12. 『水無瀬恋十五首歌合』① 

13. 『水無瀬恋十五首歌合』② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/コメントペーパー・課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1712 - 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  
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■AT412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３１２ 

(Lectures on Literature 312) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世 2 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の娯楽とくに落語について説明できるようになる。 

 

Students will gain the ability to explain Japanese entertainment, especially rakugo. 

 

授業の内容（Course Contents） 

お笑いやエンタメなどは、現代人にもおなじみの娯楽ですね。そんな娯楽も、立派な文化です。日本ならではの娯楽の歴史を、と

くに落語に焦点をあてて探っていきます。また、その時代背景や文化史などにも目をむけます。 

 

Comedy and entertainment are amusements familiar to modern people. These amusements are also fine examples of culture. 

The class will explore the history of amusements unique to Japan, focusing on rakugo in particular. It will also look at the 

background and cultural history of the era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エンタメやお笑いのイメージを洗い出しておく 

2. 芸能の歴史について概観する 

3. 落語誕生の時代背景を知る 

4. 落語の誕生について知る 

5. 『醒睡笑』について知る 

6. 笑話集について知る 

7. 一休さんについて知る 

8. 江戸落語中興とその時代について知る 

9. 江戸落語中興とその時代について知る 

10. 幕末・明治の落語について知る 

11. 明治以降のお笑いについて知る 

12. 落語鑑賞 

13. 落語鑑賞 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 次回の予習をしておいてください 

事後学習： リアクションペーパーやノートを見ながら復習してください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原眞琴、2009、『超初心者のための落語入門』、主婦と生活社 (ISBN-10: 4391137100) 

その他は授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.makotooffice.net 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   
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（抽選登録 定員 10 名）  
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■AT422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３２２ 

(Lectures on Literature 322) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の立場から絵巻を研究をする上での基本的な知識や方法を理解する。また、人間の身体にまつわる普遍的な要素を大々的

に描いた作品群を読み解くことで、中世の表象文化の一端を掘り起こす新たな視点を獲得し、中世の文学や文化、人々や社会の

ありようについて、より多元的に理解する。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and methods for researching picture scrolls from the standpoint of literature. In 

addition, by reading and interpreting works that extensively depict universal elements related to the human body, students will 

obtain new perspectives for digging up medieval representational culture, and will understand the nature of medieval literature, 

culture, people, and society more pluralistically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世の絵巻の中でも、とりわけ現代では問題視されがちな病や死、性愛や排泄などを物語の中心モチーフに据えて描いた作品

群を取り上げ、読み解いていく。こうした身体事象は、時代や身分、老若男女の別を問わず、あらゆる人間に共通する普遍的なも

のであるが、その描かれ方や扱われ方は、時代によって、あるいは時と場合によって異なっている。よって本講義では、中世文

学・文化の一端を掘り起こすべく、そうしたモチーフを扱った作品群を読み解く。具体的には、各作品ごとに先行研究や問題点を

確認し、文字テキストだけでなく、物語の型やモチーフ、絵画表現、制作の背景、史的展開、他作品との関連なども含めた様々な

視点から明らかにしていく。中世についての理解にとどまらず、現代社会や自らの視点を問い直すきっかけともしたい。 

 

The course will take up, read, and interpret medieval picture scrolls that draw on central motifs of stories that tend to be seen 

as issues today as well, such as disease, death, sexuality, and excretion. These physical phenomena are universal and common 

to all human beings regardless of era, status, age, or gender. However, the ways in which they have been depicted and handled 

differ by era, or depending on time and circumstances. Accordingly, these lectures will decipher groups of works dealing with 

such motifs in order to uncover a part of medieval literature and culture. Specifically, the lectures will identify prior research 

and issues for each work, and will clarify not only texts but also the forms and motifs of tales, pictorial representations, the 

backgrounds to production, historical development, relations to other works, and other matters, from a variety of viewpoints. 

The lectures will go beyond understanding of the Middle Ages, offering opportunities to also reconsider modern society and 

students' own points of view. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 絵巻について 

3. 『福富草紙』① 

4. 『福富草紙』② 

5. 『福富草紙』③ 

6. 『福富草紙』④ 

7. 『放屁合戦絵巻』と『勝絵絵巻』 

8. 『小柴垣草紙』 

9. 『稚児之草子』 

10. 『袋法師絵巻』① 

11. 『袋法師絵巻』② 

12. 『病草紙』① 

13. 『病草紙』② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に紹介する作品や参考文献を読むこと。また、美術館や博物館などを訪れて文化財や資料を目にする機会を持ってほし

い。 

その他、授業時に別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート（2 回程度）(20%) 

なお、70％以上の出席をしない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。 

 

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） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名）  

 

  



 - 1717 - 

■AT511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1718 - 

注意事項（Notice） 
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■AT512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1720 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1721 - 

■AT513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1722 - 

注意事項（Notice） 
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■AT514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1724 - 

注意事項（Notice） 
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■AT516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1726 - 

注意事項（Notice） 
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■AT517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1728 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1729 - 

■AT518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1730 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1731 - 

■AT519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1732 - 

注意事項（Notice） 
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■AT521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1742 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1743 - 

■AT527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 1746 - 

注意事項（Notice） 
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■AT781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1749 - 

■AT782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1751 - 

■AT784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ａ 

(Introductory Seminars F1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典を含む多様なテクストに親しむ 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸作品、思想的文章など多くの古典的作品を読破する。作品についての自分の評価を作成し，他人を説得できる形で文章化

できる。客観的なレポート表現のための手法を使うことができる。他人の発表を聞き，自分の評価との異同を認識し，それに対す

る自分の態度を形成できる。作品の評価について，議論ができるようになる。 

 

To read through many classic writings such as literary works and ideological texts. To be able to produce personal evaluations 

of the various works, written in a form that can successfully convince others of their argument. To be able to use techniques 

for expressing their opinions in an objective reporting style. To be able to listen to presentations by other students, be aware of 

how they differ from their own evaluation and form their own opinions of the subject. To be able to discuss evaluations of the 

various works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週１作品ずつ課題作品を読み，それについて毎回Ａ４用紙１枚で自分のコメントを作成して発表する。毎回出席者全員に発表

機会がある。自分の発表と他人の様々な発表を聞き比べながら，自分の表現力，発表力を客観的に評価する。文芸・思想専修

での学習の基礎を形成する授業。最後に 4000 字程度の最終レポートを提出する。 

 

Read a piece of written work each week, summarize any comments you have about the piece on a single A4 sheet of paper and 

present your ideas every time. In every class, each student in attendance has an opportunity to present. Students will compare 

their own presentations to the various presentations by others and objectively evaluate their own expression and presentation 

skills. This class forms the foundation for studying on the Course in Philosophy and Creative Writing. Students will submit a 

report of around 4,000 characters at the end of this lecture series. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：自己紹介。作品の読み方。レポート・ジュメの作り方。 

2. 夏目漱石『坊ちゃん』(新潮文庫) 

3. 竹内洋『教養主義の没落』(中公新書) 

4. ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』(高橋健二訳・新潮文庫) 

5. 大江健三郎『死者の奢り』(新潮文庫) 

6. 鷲田清一『哲学の使い方』(岩波新書) 

7. 武者小路実篤『友情』(新潮文庫) 

8. フリードリヒ・ニーチェ『ツァラツストラはこう語った(上)』(岩波文庫) 

9. 三島由紀夫『金閣寺』(新潮文庫) 

10. 国木田独歩『牛肉と馬鈴薯・酒中日記』(新潮文庫) 

11. ジャン＝ポール・サルトル『実存主義とは何か』(プリント) 

12. 小林秀雄『様々なる意匠』(『Ｘへの手紙・私小説論』新潮文庫) 

13. レポートの書き方練習・レポート課題発表 

14. まとめと振り返り：最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の課題作品を読み，A4 版用紙１枚の小レポート(コメント) を作成して，授業中にその内容を口頭で発表し，最後に提出す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論参加度(30%)/小レポート内容(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の課題作品がテキストとなる。必ず入手すること。 



 - 1760 - 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

自分独自の読解ができることが重要。そして，その根拠を明示できることが大切。客観的に，他人に理解できるように表現しようと

努力すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｂ 

(Introductory Seminars F1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
さまざまな批評 

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） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな批評を読み，文学作品などさまざまな対象を分析・批評する方法を学ぶ。 

発表・討論を通じて，アカデミックな場でのコミュニケーション能力を高める。 

図書館その他大学施設を利用して勉学する方法を習得する。 

論文形式の文章で自らの考察を表現する。 

 

Read many different critiques and learn techniques for critically analyzing various target texts such as literary works. 

Improve one’s academic communication skills through presentations and debates. 

Use libraries and other university facilities to learn study techniques. 

Express one’s own thoughts in essay format. 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな批評文を取り上げて精読する。批評は必ず対象があるので，その対象と合わせて理解に努めることにより，単なる感

想ではない分析・批評の方法論を学んでいく。 

大学の勉学全体に通じる導入的な回のあとは，担当者の発表とそれを受けての教室での討論により進行する。最後に，自らの

批評実践の成果として約 4000字のレポートを提出する。 

 

Thoroughly cover various written critiques via intensive reading. Critiques always have a target. Therefore, by working to 

understand critiques in conjunction with their targets, we will learn critical analysis methods that go beyond simple impressions. 

After the introductory classes that look at university studies in general, classes will proceed with presentations from assigned 

students and classroom discussions based on material presented. As an outcome of carrying out their own critiques, students 

will submit a report of around 4,000 characters at the end of this lecture series. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 図書館講習 

3. Blackboard について，授業でのレジュメ作成について 

4. 発表と討論（１） 

5. 発表と討論（２） 

6. 発表と討論（３） 

7. 発表と討論（４） 

8. レポートについて（１） 

9. 発表と討論（５） 

10. 発表と討論（６） 

11. 発表と討論（７） 

12. 発表と討論（８） 

13. レポートについて（２） 

14. 総括，最終レポート相談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表はグループ発表が基本。メンバーで事前に打ち合わせをしながら，要求された内容のレジュメを作成して発表を行うこと。 

発表グループ以外の参加者は，その回のテキストについて各自予習してくること。予習メモの提出を加算材料とする。 

宿題を課した場合にはそれに応じて提出物を作成，提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業参加度（討論参加，提出物についてポイントを加算）(40%) 

各要素は必須とする。四分の一以上の欠席は不合格とする。 
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テキスト（Textbooks） 

基本的にコピーを配付する。購入が必要な場合は授業開始後に別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

提出物の受付等に Blackboardを用いる。授業内でも使い方の初歩的な解説を行う予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｃ 

(Introductory Seminars F1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクストの読解方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学理論の入門的テキストを読み、分析的なアプローチを自家薬籠中のものにする。理論的な読み方、アカデミックな書き方、議

論の場での話し方、聞き方を身につける。 

 

Read introductory texts on literary theory and become a master of approaching topics analytically. Develop theoretical reading 

abilities, academic writing techniques and speaking/listening skills for discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品を分析し、論理だった思考を紡ぎだすための方法論を学ぶ。分析するとは何かを考えるために理論的なテキストを読

む。相互批評を含む段階的な小レポート作成を課し、4,000 字の最終レポート執筆にむけて力を養う。 

 

Analyze literary works and learn the methodology for developing logical thoughts. In order to consider what carrying out analysis 

entails, we will read theoretical texts. Assignments consisting of short incremental reports that include mutual criticism will be 

set to develop the ability to write a 4,000-character final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、テキスト配布、グループ・分担決定 

2. 図書館講習（１） 

3. 図書館講習（２） 

4. 文学理論の基礎（１）──報告とディスカッション 

5. 文学理論の基礎（２）──報告とディスカッション 

6. 文学理論の基礎（３）──報告とディスカッション 

7. 文学理論の基礎（４）──報告とディスカッション 

8. 第１回相互批評 

9. 文学理論の実践（１）──報告とディスカッション 

10. 文学理論の実践（２）──報告とディスカッション 

11. 文学理論の実践（３）──報告とディスカッション 

12. 文学理論の実践（４）──報告とディスカッション 

13. 第２回相互批評 

14. 全体総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ報告なので、報告担当グループはグループ内で事前にサブゼミ等でテクスト分析を行ったうえでレジュメをまとめ、報告

すること。また報告担当に当たっていない回にも、各自事前にテクストを読み、質問やトピック等を必ず複数あげておくこと。学期

末レポートの条件は、①4,000 字程度、②タイトルを明記、③注と参考文献表を必ずつける。これとは別に相互批評用のレポート

を課す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告内容(30%)/演習・議論への参加度（小レポートを含む）(40%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 蓼沼正美、2015、『超入門!現代文学理論講座 』(ちくまプリマー 新書)、ちくま新書 (ISBN:9784480689467) 

 

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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■AU014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｄ 

(Introductory Seminars F1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理的な文章を正確に読む。及びレジュメ・レポートの書き方習得 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読む・聞く・話す・書く能力の涵養。 

 

Cultivate reading, listening, speaking and writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストについて受講者がレジュメを作成し報告、それに基づいて討論を行う。合わせて文献資料の探し方、レジュメ・レポートの

書き方も指導する。 

 

Students will produce a summary, present their findings and conduct a debate based on their work. In addition, instruction on 

finding reference literature and writing a summary/report will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、報告の分担決定、テキスト配布、作文の課題提示 

2. 図書館講習その１ 

3. 図書館講習その２ 

4. 文献探索の実践、文章の書き方指導 

5. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 杉田敦『境界線の政治学』より「二分法の暴力」 

6. 予備日 

7. テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像  第二時大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦闘員と

しての女性が戦時に担う一般的役割」 

8. レジュメの書き方指導 討論の技術実践 

テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像――第二時世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦

闘員としての女性が戦時に担う一般的役割」 

9. テキスト精読 小森陽一編『編成されるナショナリズム』より「黄禍論と優生学」 

10. レポートの書き方指導 

11. テキスト精読 岡真理『彼女の「正しい」名前とは何か』より「『第三世界』と『西洋フェミニズム』「「カヴァリング・ウーマン、あ

るいは女性報道」 

12. テキスト精読 丸山真男『現代政治の思想と行動』より「軍国支配者の精神形態」 

13. テキスト精読 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』より「日本型近代家族の成立」 

14. レポート相談・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、質問やコメントを考えてくる。図書館講習の後は、実際に文献検索を行ってみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業参加度(20%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉田敦、2005、『境界線の政治学』、岩波書店 

2. 若桑みどり、1995、『戦争がつくる女性像』、筑摩書房 

3. 小森陽一編、2002、『編成されるナショナリズム』、岩波書店 

4. 岡真理、2000、『彼女の「正しい」名前とは何か』、青土社 

5. 上野千鶴子、1994、『近代家族の成立と終演』、岩波書店 

丸山真男『現代政治の思想と行動』（未来社、１９６４年）も使用。テキストはコピーを配布する。受講者数によってもう一回分テキ

ストを追加する可能性あり。 

 



 - 1766 - 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階  

 

注意事項（Notice） 
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■AU021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ａ 

(Introductory Seminars F2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクストを読み、その内容を理解し思考する力を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文章を読み理解するとはどういうことかを学び、その力を養う。レポート・論文を書く力、発表を行う力、発表を聞きその内容につ

いての議論を行う力を養う。 

 

We will learn how to read and understand academic texts, and develop skills for writing a report/academic paper, giving a 

presentation, listening to presentations and conducting a discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いくつかの論文、著作を講読する。各グループが担当箇所の発表を行った後、全員で議論する。適宜、授業内でのグループワー

ク等を行う。また、レポートの書き方等のアカデミック・ライティングに関して学ぶ。 

 

We will read several academic papers and literary works. After a group presentation on their designated sections, we will have a 

whole-class discussion. Where appropriate, we will have a group work in classes. We will also learn about academic writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 論文、レポート、プレゼンテーションについて 

3. 発表、議論（１） 

4. 発表、議論（２） 

5. 発表、議論（３） 

6. 発表、議論（４） 

7. 発表、議論（５） 

8. 発表、議論（６） 

9. 発表、議論（７） 

10. 発表、議論（８） 

11. 発表、議論（９） 

12. 発表、議論（１０） 

13. 発表、議論（１１） 

14. まとめ、レポート提出  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当者は、担当分のテキストを理解した上で、レジュメにまとめ報告する。担当に当たっていない場合でも、毎回事前にテキ

ストを読み、疑問点、議論したい点をあげておくこと。学期末レポート（4000 字以上）の準備・執筆を進めていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(30%)/演習・議論への参加(40%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

カント「啓蒙とは何か」（プリント配布）、キルケゴール『愛について』（新潮文庫）等。適宜必要な文献は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｂ 

(Introductory Seminars F2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
様々な小説の解釈と分析 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを適切に読解し、自分なりの解釈・分析ができるようになる。授業での発表、対話を通して、他者の意見を参考に、多様な

解釈の可能性を受け入れる。 

 

Read and accurately understand a text, and then become able to interpret/analyze it in the own way. Through in-class 

presentations and dialogue, and based on the opinions of others, accept that a wide variety of possible interpretations exist. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な小説を読み、参加者全員が内容を自分なりに解釈・分析し、その根拠を示しつつ、他者にも納得できるような形で発表す

る。また、各々が自分の好きな小説について、聞き手に読みたいと思わせるような書評を行い、どの書評が一番魅力的だったか

投票を行う。 

 

We will read various novels and all students should be able to interpret/analyze the content in their own way. While providing 

evidence of their interpretation/analysis, students will give a presentation in a format that can successfully convince other of 

their argument. Also, each student will review a book that they like and present it in a way that convinces the listeners that it is 

something they would want to read. We will then vote on which book review was the most appealing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』（上） 

3. カズオイシグロ『遠い山なみの光』 

4. 坂口安吾『白痴』 

5. アルベール・カミュ『カリギュラ』 

6. 安倍公房『人魚伝』 

7. ソフォクレス『オイディプス』 

8. 安倍公房『燃え尽きた地図』 

9. 内田百閒『遠吠え』 

10. ポール・オースター『幽霊たち』 

11. 三島由紀夫『金閣寺』 

12. ビブリオバトル（１） 

13. ビブリオバトル（２） 

14. 最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者全員が毎回、指定の小説を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(50%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｃ 

(Introductory Seminars F2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学を読む 

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） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に日本文学の代表作を評論とともに読み解く。文学および評論を読む勘所を養いつつ、レジュメ作成や図書館での文献探索の

方法を学ぶことを大きな目標とする。 

 

Mainly we will read and try to decipher outstanding works of Japanese literature in conjunction with critiques of these works. 

While developing the vital traits needed to read literature and critiques, our major goal is to learn how to produce a report and 

search for reference literature at a library. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀文学の様相を大づかみにするために、毎回短い文庫本を一冊ずつ読んでいく。担当者の発表の後にディスカッションを行

う。 

 

In order to broadly cover aspects of twentieth-century literature, we will read a short paperback book in each session. We will 

conduct a discussion after the designated student’s presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

3. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

4. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

5. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

6. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

7. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

8. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

9. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

10. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

11. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

12. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

13. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

14. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、短い文庫本を一冊読んで、ミニレポートを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(30%)/発表内容(30%)/毎回の課題提出(40%) 

四分の一以上の欠席は履修の意図がないものとみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｄ 

(Introductory Seminars F2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と視覚的イメージとの関係について 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と視覚的イメージのつながりに着目することによって、言葉の深度と速度を捉え、それを表現することを目標としています。 

 

By concentrating on the link between literature and the visual image it creates, we will aim to grasp the depth and pacing of 

words and become able to express these features. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの作家は、映画から触発を受けて優れた創作をしており、また、文学が映画監督を触発し、優れた映画に結実することがあり

ます。この演習では、よく知られた短編小説を取り上げ、文学が醸し出す視覚的イメージを捉えることによって文学的想像力を養

うのと同時に、文学からの抽象の仕方を学びます。 

 

☆適宜、関連する映画／映像作品を取り入れることを予定しています。 

 

Many authors take inspiration from films and produce outstanding works of fiction. Also, there are instances of literature 

inspiring film directors, who go on to produce remarkable movies. In this seminar, by covering well-known short stories and 

capturing the visual image that literature creates, we will cultivate literary imagination. Meanwhile, we will learn how to use 

abstraction through the literature. 

 

*If appropriate, the intention is to incorporate related films/videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. サン=テグジュペリ『星の王子さま』 

3. 松浦理英子『葬儀の日』（映画作品：『ナチュラル・ウーマン 2010』） 

4. カフカ『変身』（映画作品：『審判』） 

5. 村上春樹『風の歌を聴け』（映画作品：『ノルウェイの森』） 

6. モーパッサン『脂肪の塊』（映画作品：『駅馬車』） 

7. 寺山修司『誰か故郷を想はざる』（映像作品：『寺山修司＆谷川俊太郎 ビデオレター』） 

8. ノヴァーリス『ザイスの弟子たち』 

9. 川上弘美『おめでとう』（映像作品：『センセイの鞄』） 

10. ヴァージニア・ウルフ『青と緑』（映画作品：『めぐり合う時間たち』） 

11. 古井由吉『杳子』 

12. エドガー・アラン・ポー『黒猫』（映画作品：『女と男のいる舗道』） 

13. 安部公房『他人の顔』（映画作品：『砂の女』） 

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） 

当該テクストを精読して、心震わされた箇所を銘記しておくことが必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度・積極性(60%) 

四分の一以上の欠席は不合格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. サン=テグジュペリ、池澤夏樹訳、2005、『星の王子さま』、集英社文庫 (ISBN:978-4087604948) 

2. 松浦理英子、1993、『葬儀の日』、河出文庫 (ISBN:978-4309403595) 

3. カフカ、 高橋義孝訳、1952、『変身』、新潮文庫 (ISBN:978-4102071014) 

4. 村上春樹、2004、『風の歌を聴け』、講談社文庫 (ISBN:978-4062748704) 
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5. モーパッサン、 青柳瑞穂訳、1951、『脂肪の塊・テリエ館』、新潮文庫 (ISBN:978-4102014028) 

その他、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上章一、2002、『パンツがみえる  羞恥心の現代史』、朝日新聞社 

2. 斉藤孝、1988、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上章一、2002、『パンツがみえる  羞恥心の現代史』、朝日新聞社 

2. 斉藤孝、1988、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上章一、2002、『パンツがみえる  羞恥心の現代史』、朝日新聞社 

2. 斉藤孝、1988、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上章一、2002、『パンツがみえる  羞恥心の現代史』、朝日新聞社 

2. 斉藤孝、1988、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 井上章一、2002、『パンツがみえる  羞恥心の現代史』、朝日新聞社 

2. 斉藤孝、1988、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１ 

(Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「触発する言葉」から表現へ 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「触発する言葉」の可能性とその表現方法を習得することを目標としています。 

 

The aim is to learn the possibility of ‘inspiring words’ and the means of expressing them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ひとつの作品に出会ったとき、その作品を真に「受け取る」とはどのようなことを意味するでしょうか。それは、作家が潜っていっ

た海の底まで自らも沈潜し、身体でつかみとったものを、ふたたび表現することによると言えるでしょう。そのときわたしたちは、出

会ったことのない作家の精神そのものに触れるのと同時に、自分自身がある方向に突き動かされる経験をするのではないでしょ

うか。 

 この演習では、多くの芸術家たちの創作を触発してきた、シモーヌ・ヴェイユのテクストを精読することを通して、テクストからの

抽象、敷衍、その表現方法を学びます。 

 

☆適宜、映画作品を取り入れることを予定しています。 

 

 When you encounter a piece of work, what does it mean to genuinely ‘accept’ the piece? It means to immerse yourself in 

the content to the extent that the author did, even if that means sinking into deep thought, and being able to grasp the essence 

and convey it again. Through this process we will be exposed to the true spirit of an author we have never met and maybe even 

experience something that propels us as individuals to move in a certain direction. 

 In this seminar through reading texts by Simone Weil, who inspired the works of many artists, we will learn abstraction, 

amplification and the means of expressing them. 

 

*If appropriate, the intention is to incorporate films. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「グリム童話における六羽の白鳥の物語」（映画作品：『となりのトトロ』） 

3. 「美と善」（１）（映画作品：『東京物語』） 

4. 「美と善」（２） 

5. 「工場生活の経験」（映画作品：『メトロポリス』） 

6. 「『イーリアス』あるいは力の詩篇」（１）（映画作品：『リトアニアへの旅の追憶』） 

7. 「『イーリアス』あるいは力の詩篇」（２） 

8. 「奴隷的でない労働の第一条件」（１）（映画作品：『わが谷は緑なりき』） 

9. 「奴隷的でない労働の第一条件」（２） 

10. 「神への愛と不幸」（１）（映画作品：『シテール島への船出』） 

11. 「神への愛と不幸」（２） 

12. 「人格と聖なるもの」（１）（映画作品：『愛を読むひと』） 

13. 「人格と聖なるもの」（２） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、テクストの当該箇所を精読し、「触発された言葉」を銘記しておくことが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・積極性(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 (ISBN:978-4309464749) 
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その他、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２ 

(Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説／批評の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語表現の細部へのまなざしを身につけること 

 

Develop an eye for the finer points of linguistic expression. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、日本語文学、翻訳文学を問わず、短篇・中篇小説と、古典的な批評を交互に読んでゆきながら、小説のテクストに

ついて、できるだけ細かく見てゆきます。今のところ、まずはじめに、ヴァージニア・ウルフの短篇と、アウエルバッハのウルフ論を

読む予定でいます。小説には一種の方法論が、（少なくとも一定程度）ありますので、それを身につけてゆくことを目標とします。 

また、履修者には、それぞれ自分で選んだ小説について、発表をしてもらい、それについて全員で討議します（選ぶ作品は基本

的に自由）。加えて学期末に、2000 字程度のレポートを執筆してもらいます。 

 

In this seminar while alternating between reading short to medium length novels and classical criticism, we will look as closely as 

possible at text from novels, irrespective of whether they are Japanese or translated literature. The current plan is to start by 

reading a short story by Virginia Woolf along with Auerbach’s classic analysis of Woolf’s work. In novels there is (at least to a 

certain degree) some type of methodology. Therefore, we will aim to learn about these methodologies. 

Also, each student will give a presentation on a novel of their choice (students are essentially free to choose any novel) and we 

will conduct a whole-class discussion on this topic. In addition, students will write a report of around 2,000 characters at the 

end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 短篇を読む（１）――ヴァージニア・ウルフ 

3. 短篇を読む（２）――ヴァージニア・ウルフ 

4. 批評を読む（１）――アウエルバッハ 

5. 批評を読む（２） 

6. 短篇を読む（３） 

7. 短篇を読む（４） 

8. 発表＋討議 

9. 発表＋討議 

10. 発表＋討議 

11. 発表＋討議 

12. 発表＋討議 

13. 発表＋討議 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題のテクストを読むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容、討論での発言(60%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストはコピーを配布。 

 

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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■AU103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ３ 

(Seminars F3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治哲学史 ー イマヌエル・カント『永遠平和のために』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
バルダリ，Ｆ．(BALDARI,FLAVIA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは政治思想史の古典の一つであるイマヌエル・カント（1724 年〜1804 年）の『永遠平和のために』（1795 年）をじっくり

読みます。それによって(1)近代政治哲学における基本概念を身につけること、（2）哲学の古典を実際に読みながら考えること、

（3）カントにおける平和に関する理解を深めることが、本授業の目標です。 

 

In this seminar we will thoroughly read Perpetual Peace: A Philosophical Sketch (1795) by Immanuel Kant (1724-1804), which is 

a classic text from the history of political thought. Accordingly, the objectives of this class are as follows: 

1. Learn the fundamental concepts of modern political philosophy. 

2. Give thought while actually reading classic philosophy texts. 

3. Deepen our understanding of Kant’s version of peace. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業のテーマは、現代政治においても課題とされている「平和」という概念が、18 世紀のカントにおいてどのように構想された

かを明らかにすることです。みんなでテクストをじっくり読みながらカントにおける「平和」とは何かを考えるとともに、それが「人間」

「国際法」「道徳」などの諸概念とどのような繋がりを持つかについて考察します。さらに近代政治哲学の基本概念、たとえば「自

然状態」「自然法」「社会契約論」などを理解するために、カントだけではなくホッブス、ロック、ルソーの主要著作も広く読みます。

授業の前半は発表者の報告（テクストの要約および考察）、後半はみんなのディスカッションを中心に進めます。 

 

The theme of this class is to shed light on how in the eighteenth-century Kant conceived the concept of peace, which even in 

contemporary politics continues to be an issue. While thoroughly reading the text, we will consider what Kant’s version of peace 

is and how it is connected to various other concepts such as humanity, international law, ethics, etc. Also, in order to 

understand fundamental concepts of modern political philosophy, such as “state of nature”, “natural law” and the “theory of 

social contract”, we will read broadly beyond just Kant to include major literary works by Hobbes, Locke and Rousseau. Lessons 

will consist of student presentations (including a summary and study of the text) in the first half, with the second half centered 

around a whole-class discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法など） 

{（第 2 回〜第 7 回は教科書と共に関連文献（配布資料）を読む予定} 

2. 『近代政治哲学』（41〜52 頁） 

3. 『近代政治哲学』（52〜67 頁） 

4. 『近代政治哲学』（105〜114 頁） 

5. 『近代政治哲学』（114〜132 頁） 

6. 『近代政治哲学』（139〜148 頁） 

7. 『近代政治哲学』（148〜166 頁） 

8. 『永遠平和のために』「第一章」 

9. 『永遠平和のために』「第一確定条項」 

10. 『永遠平和のために』「第二確定条項」 

11. 『永遠平和のために』「第三確定条項」 

12. 『永遠平和のために』「第一補説」 

13. 『永遠平和のために』 「第二補説」 

14. 『永遠平和のために』「付録 I・II 」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：参加者は全員、事前に次回のテクストを読んでコメントペーパーを作成する。 

報告担当者はレジュメを用意する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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発表(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イマヌエル・カント、1985、『永遠平和のために』、岩波文庫 (ISBN:9784003362594) 

2. 國分功一郎、2015、『近代政治哲学: 自然・主権・行政』、ちくま新書 (ISBN:9784480068200) 

 

参考文献（Readings） 

1. 網谷壮介、2018、『カントの政治哲学入門』、白澤社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ４ 

(Seminars F4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画からみる批評理論 

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） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画を通じて、２０世紀に発展してきた批評理論を理解する 

 

Understand through films the critical theories developed in the twentieth century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人文科学にもむろん理論はあって、批評理論の大枠を理解し、個別の映画を通じて、それをさらに理解する。複数の映画を二週

間にわたって議論する。 

 

Of course, humanities also has theories, so we will work to understand the framework of critical theories and further deepen 

this understanding by studying specific films. We will discuss multiple films over the course of two weeks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 構造主義批評について～『北北西に進路をとれ』を題材に 

2. 構造主義批評の復習（先週の課題を講評する） 

3. 心理学的批評について～『羊たちの沈黙』を題材に 

4. 心理学的批評の復習（先週の課題を講評する） 

5. イデオロギー批評について～『ダイ・ハード』を題材に 

6. イデオロギー批評の復習（先週の課題を講評する） 

7. ジェンダー批評について～『テルマ＆ルイーズ』を題材に 

8. ジェンダー批評の復習（先週の課題を講評する） 

9. エスニック批評について～『憎しみ』を題材に 

10. エスニック批評の復習（先週の課題を講評する 

11. 政治的批評について～『地獄の黙示録』を題材にする 

12. 政治的批評の復習（先週の課題を講評する） 

13. ポスト構造主義批評について～『ラン・ローララン』を題材に 

14. ポスト構造主義批評の復習（先週の課題を講評する） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、奇数回に扱う映画を、じっくりと観てくること。視聴しやすい映画を選んでいる。復習として、講義中に指示する映画

（選択肢あり）を観て、週末までにレポートする。これを復習とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最初の授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

最初の授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ５ 

(Seminars F5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

石田英敬『現代思想の教科書』を精読し、思想的角度から現代社会を考える思考方法を習得する。またアカデミック・ライティング

の方法について学ぶ。 

 

We will thoroughly read “Gendai shisō no kyōkasho” (Literal translation: The textbook of contemporary thinking) by Hidetaka 

Ishida and develop the mentality to consider modern society from an ideological angle. Also, we will learn about academic writing 

techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

石田英敬『現代思想の教科書』を精読し、思想的角度から現代社会を考える思考方法を習得する。主たるトピックは記号論、無

意識、構造主義、欲望、権力、主体化、宗教、戦争、文化産業など。テキストとは別に適宜思想関連の課題図書を出すので必ず

読んで来ること。後半では章の報告＋課題図書報告を課す。また途中で小レポートを課す可能性があり、その場合は相互批評も

想定に入れている。 

 

We will thoroughly read “Gendai shisō no kyōkasho” (Literal translation: The textbook of contemporary thinking) by Hidetaka 

Ishida and develop the mentality to consider modern society from an ideological angle. The main topics include semantics, the 

unconscious, structuralism, desire, authority, subjectification, religion, war and cultural industry. Separate to the main text an 

appropriate thought related reading list will be set and it is essential that students come to class having read these books. In 

the second half of this lecture series students will be required to report on chapters and books from the reading list they have 

covered. Assignments consisting of short reports may be set midway through the course, in which case mutual criticism is also 

likely to be included. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業全体の見取り図を説明する。演習参加者相互に自己紹介の後、グループ分け、担当者決定。 

2. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション１ 

3. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション２ 

4. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション３ 

5. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション４ 

6. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション５ 

7. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション６ 

8. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション７ 

9. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション８ 

10. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション９ 

11. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション 10 

12. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション 11 

13. 担当報告者・グループによる報告とディスカッション 12 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループごとに必ずサブゼミを開いて事前勉強してくること。報告グループはもちろんだが、報告にあたっていない会についても

できるかぎりサブゼミを通じて事前検討を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への参加度(70%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。小レポート・報告は演習への参加度に換算する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田栄敬、2005、『現代思想の教科書』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09279-3) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ６ 

(Seminars F6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読み方を読む 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを通して、身近にはないものについて想像し考える仕方を習得すること。身近にはないものを理解するにあたって、既に

身に着けている考え・見方に引き付け対象を変形するのではなく、既に身に着けている考え方を変形する、という方法についてイ

メージを持つこと。 

 

Through reading the texts we will learn how to picture and think about things that are unfamiliar or not in our immediate vicinity. 

Through the process of understanding things that are unfamiliar or are not present in our immediate vicinity, we will try to 

develop a picture in our minds of how to change the way we think about or view things, rather than gravitating towards changing 

the object of our thoughts and views to suit ways of thinking and viewing things that we already possess. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、文献を通して「読み方」を学ぶことを目指す。具体的に取り上げるのは、『ヒステリーの発明』（ディディ＝ユベルマ

ン）である。このテクストは、写真や図像なども解読しながら構成されている。そうしたテクストを読むことを通して、テクストだけで

なく、写真や画像を読み解くこと、写真や画像を通して読みなおすことについて学ぶ。 

 

In this class we will aim to learn reading techniques through literature. Specifically, we will cover Invention of hysteria by Didi-

Huberman. This text also includes photos and drawings to be read and decoded. By reading this kind of text, we will learn about 

interpreting not only words but also photos/pictures and how to then reread books through photos and pictures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業の進め方 

2. 講読 1 読むことについて ディスカッション 

3. 講読 2 読むこと、書くことについて  

4. 講読 3 ディスカッション 

5. 講読 4 ディスカッション 

6. 講読 5 ディスカッション 

7. 講読 6 ディスカッション 

8. 講読 7 ディスカッション 

9. 講読 8 ディスカッション 

10. 講読 9 ディスカッション 

11. 講読 10 ディスカッション 

12. 講読 11 ディスカッション 

13. 講読 12 ディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読なので指定されたテクストは必ず事前に呼んでくること。ディスカッションの準備をすること。 

そのほかについては授業時に適宜指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2014、『ヒステリーの発明』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08368-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2006、『イメージ、それでもなお』、平凡社 (ISBN:4582702627) 

2. ジャック・ランシエール、2011、『無知な教師』、法政大学出版局 (ISBN:4588009591) 
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適宜、授業中に指示をします 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ７ 

(Seminars F7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語による言語表現演習 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

批評的な読解力を身につける。 

みずからの考えを文章で表現する力を身につける。 

作品について批評的な見解を口頭で説明できる能力を身につける。 

 

Develop critical reading skills. 

Develop the ability to express one’s own thoughts through words. 

Develop the ability to verbally explain one’s critical view of the literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期中に、3 回、与えられた主題について、各自が 800 字から 1200 字程度の文章を書いてくることが求められる。提出された文

章を、授業で配布し、参加者全員がそれを読み、講評を加える。また、毎回リアクションペーパーで、発表者の文章に対する感想

を書いてもらう。教材は適宜配布する。 

 

During the semester, students will be provided three times with a subject on which they should write a paper of around 800 to 

1,200 characters. The submitted papers will be handed out in class for all participating students to read and critique. Also, each 

time students will provide written feedback on the presenter’s paper by filling in the Reaction Paper. Teaching materials will be 

handed out as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

課題（１）自己紹介文を書く 

2. 文章の技法について学ぶ（１） 

課題１の講評 

3. 文章に技法について学ぶ（２） 

課題１の講評 

4. 文章の技法について学ぶ（３） 

課題１の講評 

5. 文章に技法について学ぶ（４） 

課題２の講評 

6. 文章に技法について学ぶ（５） 

課題２の講評 

7. 文章に技法について学ぶ（６） 

課題２の講評 

8. 文章に技法について学ぶ（７） 

課題２の講評 

9. 文章に技法について学ぶ（８） 

課題３の講評 

10. 文章に技法について学ぶ（８） 

課題３の講評 

11. 文章に技法について学ぶ（９） 

課題３の講評 

12. 文章の技法について学ぶ（１０） 

課題４（書き直した作品）についての講評（１） 

13. 課題４（書き直した作品）についての講評（２） 

14. 課題４（書き直した作品）についての講評（３） 

まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示された課題図書は必ず読んでくること。 

授業以外の時間に本を読むことが重要である。授業中に読書リストを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/提出物の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤典洋、1996 年、『言語表現法講義』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1796 - 

■AU108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ８ 

(Seminars F8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「遊び」をアカデミックに検討する 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「遊び」を構成するものと、その「楽しさ」の源泉を探る。具体的な題材を取り上げ、その「楽しさ」をアカデミックな言葉で語る術を

学ぶことを目標とする。 

 

Explore what “play” is made up of and the source of this “fun”. We will cover specific themes and aim to learn techniques for 

discussing the “fun” in these themes using academic terminology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

しばしばサブカルチャーと名指されるように、遊びの領域は文化のなかでも従属的／下位的な位置に置かれてきた。それゆえ

に、いわゆる高級文化に比して学問的な歴史は浅い。しかし、今日の大学生における関心の高まりから、遊びを語るためのアカ

デミック・スキルが強く求められている。本授業ではこうした状況に鑑み、「遊び」と「楽しさ」をキーワードとして、それらを分析する

ための理論的枠組みを学ぶ。その後に、アナログゲームを題材とした実践を通じて、理論を分析へと繋げる手法について学ぶ。 

 

Frequently labelled a subculture, the domain of “play” has generally been given a subordinate status/low ranked position in 

society. Therefore, compared to so called advanced culture, “play” only has a short academic history. However, due to 

increased interest in today’s university students, the academic skills required to discuss play are in high demand. In view of this 

situation and with “play” and “fun” as our keywords, in this class we will learn the theoretical framework for analyzing these 

domains. Then, through exercises on the subject of analog or non-digital games we will learn methods for linking theory to 

analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：受講者の確認および授業の進め方の説明 

2. 遊戯を構成する場についての理論：ホイジンガ 

3. 遊戯の楽しさを分析するための理論：カイヨワ 

4. 遊戯への没入を考察するための理論：チクセントミハイ 

5. 遊戯の形式を分析するための理論：記号論と構造主義 

6. 遊戯における身体性の役割：だるまさんがころんだ 

7. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(1) 

8. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(2) 

9. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(3) 

10. アナログゲームの構造分析と実践(1) 

11. アナログゲームの構造分析と実践(2) 

12. アナログゲームの構造分析と実践(3) 

13. アナログゲームの構造分析と実践(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で対象となるテキストについて予習することが必要となる。また、報告の担当者はレジュメの作成を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的に、検討対象とするテキストは授業時に指示してコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨハン・ホイジンガ、2018、『ホモ・ルーデンス』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062924795) 

2. ロジェ・カイヨワ、1990、『遊びと人間』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4061589209) 
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3. ミハイ・チクセントミハイ、1996、『フロー体験』、世界思想社 (ISBN:978-4790706144) 

いずれも本授業テーマの基本文献なので、一読を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ９ 

(Seminars F9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学の読解と批評 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀の文学においては三人称客観のリアリズムに疑義が投げかけられる一方、さまざまな語りの技術が見られるようになっ

た。本演習ではカフカ、ガルシア・マルケス、魯迅、村上春樹等、２０世紀の作家たちの代表作を読み解きながら、それについての

評論文を書くための基礎的なトレーニングをおこなう。 

 

With doubt having been cast on the realism of third person objective style in twentieth-century literature, various other 

narrative techniques have become common. In this seminar, while reading and interpreting outstanding works by twentieth-

century authors such as Kafka, García Márquez, Lu Xun and Haruki Murakami, we will carry out basic training on how to write a 

critique of these works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一作ずつ小説の分析的読解、および論考を書くための訓練をおこなう 

 

Each time we will read one novel analytically and provide training on writing a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担当者の発表＆ディスカッション 

2. 担当者の発表＆ディスカッション 

3. 担当者の発表＆ディスカッション 

4. 担当者の発表＆ディスカッション 

5. 担当者の発表＆ディスカッション 

6. 担当者の発表＆ディスカッション 

7. 担当者の発表＆ディスカッション 

8. 担当者の発表＆ディスカッション 

9. 担当者の発表＆ディスカッション 

10. 担当者の発表＆ディスカッション 

11. 担当者の発表＆ディスカッション 

12. 担当者の発表＆ディスカッション 

13. 担当者の発表＆ディスカッション 

14. 担当者の発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も精読が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/評論の達成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１０ 

(Seminars F10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術と日本の近現代 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術を通して日本の近代及び現代の問題を考える。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的な議論展開の仕方を身につ

ける。 

 

We will think about recent and modern issues in Japan through art. Develop the ability to accurately read the text, produce a 

clear report and develop a logical argument. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半はテキストの精読。（椹木野衣『戦争と万博』、『博覧会の政治学』などを使用）。これらの著作を通じて万博やオリンピック等

国家的イベントと個々の芸術家の関わりを現代の問題として学ぶ。 

後半は受講者たちが与えられたテーマについての報告を行い、質疑応答する。テーマは、美術におけるタブーや規制、芸術と猥

褻をめぐる問題、春画などを想定している。 

 

The first half of this lecture series will consist of thoroughly reading the texts. (We will use books such as World Wars and World 

Fairs by Noi Sawaragi and The Politics of Exposition.) Through these works we will learn about the involvement of individual 

artists in national events such as expositions or the Olympics as a present-day issue. 

In the second half students will deliver reports on set topics and carry out question and answer sessions. Topics are likely to 

include regulations and taboo areas in art; indecency/obscenity related issues in art; and Shunga erotic art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『博覧会の政治学』精読 

3. 『博覧会の政治学』精読 

4. 『戦争と万博』精読 

5. 『戦争と万博』精読 

6. 『戦争と万博』精読 

7. 『戦争と万博』精読 

8. 論文・レポートの書き方指導 

9. 研究報告１ 

10. 研究報告２ 

11. 研究報告３ 

12. 研究報告４ 

13. 研究報告５ 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。テキスト中の人名・事項等については徹底的に調べてくること。 

報告は、詳細な文献リストを作成したうえで、テーマにそった報告をレジュメにまとめてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/報告内容(35%)/授業への参加度(30%) 

3 分の 1 以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 椹木野衣、2005、『戦争と万博』、美術出版社 

2. 吉見俊哉、1992、『博覧会の政治学』、中公新書 

テキストはコピーを配布する。報告に関する参考文献も授業内で適宜提示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 椹木野衣・会田誠、2015、『戦争画とニッポン』、講談社 

2. Cim↑Pom編、2009、『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』、無人島プロダクション 

3. Don't Follow the Window. 2015. Don't Follow the Window. 河出書房新社 

4. 針生一郎他、2007、『戦争と美術 1937‐1045』、国書刊行会 

精読テキストはコピーを配布する。研究報告は、与えられたテーマについてグループで担当する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階 

 

注意事項（Notice） 
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■AU111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１１ 

(Seminars F11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢字語彙の文化的背景と新たな文章表現の可能性 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の中で様々に用いられる漢字語彙が生まれた文化的背景と今日の意味的相違を多角的に分析しながら、新たな文章表

現の可能性を考察する。 

 

We will consider the possibility of new written expression while analyzing from many angles the cultural backdrop behind the 

formation of vocabulary in kanji (Chinese characters), that are used in many ways in Japanese, and their present-day semantic 

variation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、漢字語彙に関する分析法、およびその個々の構造・特性・用法等について概説する。 

次に、漢字語彙に対しての具体的分析として、その本来備わったであろう本来の意義を古典に立ちかえりながら明らかにしてい

く。 

そして、それらの語彙が今日の日本、あるいは中国において、どのような異同をもつか、背景にある社会文化的事象等を踏まえ

ながら分析する。 

それらの分析を通して、漢字語彙をめぐっての新たな「ことば」のあり方、あるいは新たな文章表現の可能性を模索する。 

受講生は、各回、テーマごとに分析結果をレジュメにまとめて発表する。適宜、中国語や漢文資料をあつかうが、受講生のこれら

の学習歴は問わない。 

 

To start with, we will provide an overview of methods of analyzing kanji vocabulary and their various structures, characteristics 

and usages, etc. 

Next, we will carry out specific analysis of kanji vocabulary, that sheds light on the likely true meaning the words were originally 

provided with, by revisiting classic texts. 

Then we will analyze how the meaning of this vocabulary differs in present-day Japan, or China, by building on factors such as 

the social and cultural events that exist in the backgrounds of these terms. 

Through this kind of analysis, we will look at how new terms are coined from kanji vocabulary, or the possibility of new written 

expression. 

Each time and for each topic, students will produce a report summarizing the results of their analysis and deliver a presentation. 

Where appropriate we will use material in Chinese and texts in classical Chinese characters. However, there is no need for 

students to have academic history in this area. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション等 

2. 漢字語彙の構造・特性・用法等関する概説  

3. 漢字語彙の分析法に関する概説 

4. 中国の古典にみる漢字語彙（概説） 

5. 中国の古典にみる漢字語彙（発表） 

6. 近代に創出された漢字語彙 （概説） 

7. 近代に創出された漢字語彙 （発表）  

8. 中間報告・討論  

9. 現代社会における漢字語彙（概説） 

10. 現代社会における漢字語彙（発表）   

11. 現代の日本・中国にみる漢字語彙とその異同（概説） 

12. 現代の日本・中国にみる漢字語彙とその異同（発表） 

13. 未来の漢字語彙とその可能性 （討論） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に指定されたテーマの範囲にて、具体的に一連の語彙を選ぶとともに、それぞれについて可能な限り分析し、レジュメを作成
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し、発表にそなえる。 

学習した事項は各自まとめて、適宜追加の分析を加え、理解を深めた上で中間報告、および最終報告書に備える。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間報告(15%)/授業における各回の発表(30%)/授業における発言・討論への参加度(15%) 

2/3 以上の出席がない場合は、成績評価の対象としない（ただし出席点は評価割合に含まない）。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布の資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 楊凱栄、2018、『中国語学・日中対照論考』、白帝社 (ISBN:4863982615) 

2. 高橋弥守彦、2017、『中日対照言語学概論―その発想と表現―』、日本僑報社 (ISBN:4861852404) 

3. 王力、1999、『古代漢語』、中華書局 (ISBN:9787101000825) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１２ 

(Seminars F12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

哲学・思想のお稽古 

--日本語を母語とする人によって、ごく最近書かれた哲学・思想書を読んでみよう-- 

担当者名 

（Instructor） 
染谷 昌義(SOMEYA MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語を母語とする人によって、ごく最近書かれた哲学・思想書を読みながら、哲学のお稽古をする。目標は以下の 3 つ。 

１）哲学・思想書を読んで理解する。 

２）これまで使ったことのない哲学や思想の概念（言葉）を使って考え議論する。 

３）これまで使ったことのない哲学や思想の概念（言葉）を使って考えた内容を文章に表現する。 

このお稽古により、自分の関心と問題に応じた哲学・思想書を自力で探索し見つけ出し、読み考え、考えたことを言葉で表現する

力を養う。 

 

By reading books on philosophy and ideology written fairly recently by native Japanese speakers, we will enrich our knowledge 

of philosophy. The three objectives are shown below: 

1. Read and understand philosophical and ideological texts. 

2. Conduct a discussion using philosophical and ideological concepts (words) that you have not used previously. 

3. Express in writing details you thought of while using philosophical and ideological concepts (words) that you have not used 

previously. 

Through these exercises, students will autonomously explore and discover philosophical and ideological texts that are in line 

with their interests and relevant issues. By reading and giving thought to these texts, students will develop the ability to 

express their own thoughts in words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

國分功一郎『中動態の世界---意志と責任の考古学』（2017）を輪読する。発表者、司会者、指定討論者それぞれの担当日を事

前に決める。毎週の授業では発表者は、準備してきたハンドアウト・レジメ・その他の資料を提示して発表をする。発表に対して指

定討論者が口火を切り、履修者全員で質疑と議論を行う。 

 「哲学は語るものであって歌うものではない」（大森荘蔵）という態度で、哲学的に考えるお稽古をする予定。テキストで用いられ

ている哲学的な主張・思想を丁寧に読んで理解し、疑問点や論点を考え、考えたことを口頭で言葉に表現し他者に伝え、他者か

らの批判を受けてさらに思考し言葉を紡ぎ出し、最終的に理解したことや納得のいかないことを、きちんと根拠をもって文章で表

現する。 

 『中動態の世界』の内容を少しだけ紹介。私たちの行動は、何かを「する」（能動）ことと、誰かから何かを「される・やらされる」

（受動）ことから成り立っているように思える。しかし古代では、この能動-受動図式とは異なる「中動態（相）」なる言葉の使い方・

モノの見方があった（フムフム）。中動態では「私が走る」のではなく「走るという出来事が私に生じる」、「私が本を読む」のではなく

「読むという出来事が、私から本へと向かう」と解される。この中動態の見方をもってして哲学書（ハイデガーやドゥルーズやスピノ

ザ）や小説（メルヴィル）やカツアゲや嗜癖や日常の行為を読み解いてみる。これがこの本の一番面白いところ。すると・・・意志・

行為・自由のまったく異なる姿が見え始める（あとは読んでからのお楽しみ）。テキストを予習読みし、授業での議論を大いに盛り

上げる質疑・議論が出てくることを歓迎したい。もちろん教員はそのための支援をできる限り行うつもりである。 

 

「ポストモダン」とか「脱構築」とか「ザイン」とか「ロジカルタイプ」とか言いながら不分明なままにかっこよく歌っておしゃべりするこ

とは、この授業では哲学・思想の敵と見なされる。歌う哲学を希望する方は履修をお勧めしない。 

 

We will take it in turns to read The World of the Middle Voice - Archeology of Will and Responsibility (2017) by Koichiro 

Kokubun. We will decide in advance which students will be assigned to be the presenters, the hosts, or on the debate panel. In 

each week’s class the presenter will provide handouts, reports and other documents they have prepared and give their 

presentation. In relation to the presentations, designated members of the debate panel will start the debate and then all 

students will participate in questioning and discussion. 

 The plan is to enrich our philosophical thinking using the attitude of “Philosophy is discussed not sung” (Shōzō Ōmori). We 

will carefully read and understand philosophical points and thoughts used in the texts, think of questions and/or points of 

contention and verbally convey our thoughts to others through expression in words. Then having received criticism from others, 

we will give the matter further thought and come up with better wording. Lastly, we will express through written text what we 

have understood and what we remain unconvinced about using proper reasoning. 

 Introduce just a little of the content of The World of the Middle Voice. It is possible to think of our actions as either ‘active’ 

when someone does something, or ‘passive’ when someone has something done to them by someone else. However, in ancient 
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times there were “middle voice (aspect)” ways of using language and looking at things that were different to this active/passive 

model. With the middle voice “I run” becomes “The act of running occurs to me” and “I read a book” becomes “The act of 

reading occurs from me to the book”. With this middle voice way of looking at things, we will try to read and comprehend 

philosophy books (by Heidegger, Deleuze, Spinoza), novels (by Melville), and the concepts of extortion, addiction, and everyday 

behavior. This is the most interesting part of this book. And so, then you will begin to see will, action and freedom in a totally 

different light (but you will have to wait until you read it to find out any more). Preparatory reading of the text and 

questioning/discussion that brings additional excitement to the in-class debates is welcome. Of course, the teaching staff 

intend to support students in this to the best of their ability. 

 

In this class, using words such as “postmodern”, “deconstruction”, “Sein” (the primal nature of "Being"), and “logical type” to 

sing and chat away in a cool fashion without understanding the meaning clearly is seen to be the enemy of philosophy and 

ideology. It is not recommended that students wishing to study the philosophy of singing take this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの概要、授業の進め方の説明、担当者の決定 

2. 能動と受動がもっている問題 

3. 中動態とは何か① アリストテレスの「カテゴリー論」 

4. 中動態とは何か② 中動態の意味論的考察 

5. 言葉と思考との関係 

6. 行為と選択ー自発的行為と非自発的行為 

7. 言語の考古学 

8. インテルメッソ 中動態のまとめ（これまでの復習） 

9. ハイデガー先生のゲラッセンハイト説の中動態読み 

10. ドゥルーズ先生の意味論の中動態読み 

11. スピノザ先生のコナトゥス説の中動態読み 

12. メルヴィルの『ビリー・バット』中動態読み① 妬み 

13. メルヴィルの『ビリー・バット』中動態読み② 歴史は重い 

14. まとめと総復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの指定箇所を読む。質疑事項と討論したいことをメモしておく（授業準備）。発表担当者はハンドアウト・レジメを用

意する。 

 

復習：授業を終えて新たに使用できるようになった概念（言葉）と使用できない概念（言葉）を書き出す。後者の何が不分明なのか

を考え、次回の授業に臨む。 

 

テーマを決めて少し長めのレポート（最終レポート）を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容・考察内容(40%)/授業への参加度（予習、質疑、議論）(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

単位取得は全授業回数の 2/3以上の出席を前提とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 國分功一郎、2017 2,160 円、『中動態の世界--意志と責任の考古学』、医学書院 (ISBN:978-4260031578) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で授業を行う。一冊のテキストを全員で輪読する。発表者、司会者、指定討論者それぞれの担当日を事前に決め

る。毎週の授業では発表者は、準備してきたハンドアウト・レジメ・その他の資料を提示して発表をする。発表に対して指定討論者

が口火を切り、履修者全員で質疑と議論を行う。履修者による議論のほかに、毎回決められたテキスト部分を事前に読んでくるこ

とが課せられる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1805 - 

■AU117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１７ 

(Seminars F17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流行や迷信など従来まともに取り上げられることの少ない事象から日本近代を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト精読を通して、「高校では教わらない」日本近代史の知識を身につける。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的

な議論をする力を身につける。同時にレポート・論文執筆に必要なノウハウを習得させる。 

 

By thoroughly reading the text we will acquire knowledge of modern Japanese history that isn’t taught at high school. We will 

develop the ability to accurately read the text, produce a clear report and deliver a logical argument. Concurrently, we will 

develop the know-how needed for writing a report/academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

松山巌『うわさの遠近法』、川村邦光『幻視する近代空間――迷信・病気・座敷牢、あるいは歴史の記憶』を読む。担当者はレジュ

メを作成し報告、それに基づいて質疑応答・討論を行う。 

レポートの書き方についても参考資料を配布し、指導を行う。 

 

We will read Uwasa no enkinho (Literal translation: A perspective on rumors) by Iwao Matsuyama, and Genshi suru kindai kukan: 

Meishin, byoki, zashikiro, aruiwa rekishi no kioku (Literal translation: Visions of modern spaces: superstitions, illnesses, prison 

cells (floored with tatami mats), or memories of history) by Kunimitsu Kawamura. Appointed students will produce and deliver a 

report, then carry out a question and answer session/debate based on the report. 

Reference materials will be handed out and instruction provided on how to write a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『うわさの遠近法』精読 

3. 『うわさの遠近法』精読 

4. 『うわさの遠近法』精読 

5. 『うわさの遠近法』精読 

6. 『うわさの遠近法』精読 

7. 『うわさの遠近法』精読 

8. 『幻視する近代空間』精読 

9. 『幻視する近代空間』精読 

10. 『幻視する近代空間』精読 

11. 『幻視する近代空間』精読 

12. 『幻視する近代空間』精読 

13. 『幻視する近代空間』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

3 分の 1 以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松山巌、1993、『うわさの遠近法』、青土社 

2. 川村邦光、1990、『幻視する近代空間』、青弓社 

テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階 

 

注意事項（Notice） 
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■AU118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１８ 

(Seminars F18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代短歌 

担当者名 

（Instructor） 
東 直子(HIGASHI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩歌を中心とした現代の文芸に関する読解力及び創作力を高める。 

 

Improve reading ability and creativity in relation to creative writing and centered around siika poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に現代短歌の鑑賞と創作。 

 

Mainly we will take time to appreciate and produce modern tanka poetry. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに。 

短歌の解説・穴埋め問題の演習。 

2. １の作品解説。 

付け句の演習。 

3. ２の作品解説。 

メディアの登場する短歌作品の解説と選歌 

4. ３の選歌による歌会 

5. 各自の選による歌会１ 

6. 各自の選による歌会２ 

歌合わせについて 

7. 歌合わせの演習１ 

グループによる選歌と歌合わせ 

8. 歌合わせの演習２ 

グループによる選歌と歌合わせ 

9. 題を生かした短歌創作と歌会 

10. テーマを生かした短歌創作と歌会 

11. 自由題による短歌創作と歌会 

12. 連作について 

13. 連作創作と講評 

14. 連作作品の合評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの詩歌作品を読み、備えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/平常の課題(50%)/授業への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東直子、2015、『短歌の不思議』、ふらんす堂 

2. 佐藤弓生他、2018、『短歌タイムカプセル』、書誌侃侃房 

3. 山田航、2015、『桜前線開架宣言』、左右社 

4. 穂村弘他、2019、『しびれる短歌』、筑摩プリマー文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 1808 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１９ 

(Seminars F19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雑誌をつくる／実践的な制作と学習Ⅰ 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一冊の雑誌＝文芸誌『ツタノハ』を、春・秋演習通しての一年をかけ、受講者全員でゼロから作り上げる経験によって、出版／編

集／文学への理解を深め、実践的な技能も身につける。春学期では、雑誌編集の基礎から、企画のプレゼン、聞き書きのトレー

ニング、文章作法までを具体的に学んでいく。本年の特集テーマは＜大江健三郎・開高健・倉橋由美子の世代＞におき、若くして

作家として出発した彼らに、「学生小説」という側面からスポットを当て、作品の詳細な分析研究や実践といった多面的なアプロー

チを通じて考えていく。なお、本演習を受講する者は、秋学期の演習Ｆ２０を継続して受講することが望まれる。 

 

Through the experience of building up from nothing a literary magazine called “Tsutanoha” together, over the year comprising 

spring and fall seminars, students will develop deeper understanding of publishing, editing and literature, while also acquiring 

practical skills. In the spring semester we will specifically study magazine editing basics, project planning presentations, training 

for creating a written account of what one hears, and rules of good writing. In relation to this year’s featured topic of ‘the 

generation of Kenzaburō Ōe, Takeshi Kaikō and Yumiko Kurahashi’, who became writers while young, we will highlight and think 

about the subject of ‘student novels’ through a multifaceted approach, which will include detailed analytical research and 

practical exercises. Moreover, it is hoped that students who take this seminar will continue to enroll on seminar F20 in the fall 

semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

雑誌制作を実践的に学ぶ。春・秋演習通じての一年間で、実際に一冊の文芸誌『ツタノハ』を受講生全員で作り上げながら、企画

から記事・論考執筆、入念な推敲・校正に至るまで、雑誌編集の前半部にあたる主要な作業を経験し、＜時代の鏡＞としてある

「雑誌というメディア」への理解を深める。今年は特集テーマを＜大江健三郎・開高健・倉橋由美子の世代＞におき、二十代前半

から旺盛な創作活動を華々しく開始した彼ら三人の作家から、アカデミズム／ジャーナリズム／アンダーグラウンド・カルチャーの

諸方面から登場した、高橋和巳、柴田翔、古井由吉、石原慎太郎、深沢七郎、野坂昭如、筒井康隆、清水邦夫ら多士済々な作家

たちまでの作品を緻密に検討していく。また出版の最前線で活躍する編集者の貴重なお話を聞き、出版文化への立体的な理解

を深める。本演習を受講する者は、秋学期の演習Ｆ２０を継続して受講することが望まれる。 

 

Learn magazine production in a practical manner. Through the year comprising spring and fall seminars, all students will together 

build up a literary magazine called “Tsutanoha” and experience the main first-half tasks of a magazine editor. Activities will start 

from planning, then move to writing articles or discourse, and lead to carefully improving and polishing the text. Through these 

processes we will deepen understanding of magazine media, which is viewed as a mirror of the times. This year’s featured topic 

is ‘the generation of Kenzaburō Ōe, Takeshi Kaikō and Yumiko Kurahashi’. These three writers began their intense creative 

pursuits in spectacular fashion while still in their early twenties and via the various paths of academia, journalism, and 

underground culture they helped give rise to many talented male and female writers including Kazumi Takahashi, Sho Shibata, 

Yoshikichi Furui, Shintaro Ishihara, Shichirō Fukazawa, Akiyuki Nosaka, Yasutaka Tsutsui, and Kunio Shimizu. We will give careful 

consideration to their works. Also, we will listen to valuable talks from editors actively working at the forefront of the publishing 

industry and develop a multidimensional understanding of publishing culture. It is hoped that students who take this seminar will 

continue to enroll on seminar F20 in the fall semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雑誌をつくる――はじめに 

2. ＜大江・開高・倉橋の世代＞をめぐって――歴史的パースペクティブ 

3. 企画を立てる 

4. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（１） 

5. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（２） 

6. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（３） 

7. 出版編集の現場――「編集」という仕事 

8. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（４） 

9. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（５） 

10. ＜大江・開高・倉橋の世代＞を読む（６） 

11. 座談会を行なう 
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12. 記事をつくる 

13. 校正について 

14. 雑誌編集とは何か――中仕切りとしてのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

雑誌制作という実践的作業を進めるため、各回の授業出席および課題の達成は必須である。授業で適宜出されるプリントの精

読、課題の遂行、および授業内容の予復習は必ず行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(40%) 

3 回以上欠席の場合は単位修得不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 共同通信社編、2019、『記者ハンドブック』、共同通信社 

2. 日本エディタースクール編、2007、『校正記号の使い方』 第 2 版、日本エディタースクール 

3. 大江健三郎、2014、『大江健三郎自選短篇』、岩波文庫 

4. 開高健、1960、『パニック・裸の王様』、新潮文庫 

5. 倉橋由美子、1978、『パルタイ』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村光夫、1968、『日本の現代小説』、岩波新書 

2. 川口則弘、2017、『芥川賞物語』、文春文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２０ 

(Seminars F20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雑誌をつくる／実践的な制作と学習Ⅱ 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一冊の雑誌＝文芸誌『ツタノハ』を、春・秋演習通しての一年をかけ、受講者全員でゼロから作り上げる経験によって、出版／編

集／文学への理解を深め、実践的な技能も身につける。秋学期では、原稿整理の基本から、記事校正の実際、製作の基礎知識

までを学んでいく。春学期の成果を受け、本学期では＜大江健三郎・開高健・倉橋由美子の世代＞の文学論を詳しく検討分析

し、「小説とは何か」をめぐる洞察力を養う。なお、本演習を受講する者は、春学期の演習Ｆ１９を受講していることが望まれる。 

 

Through the experience of building up from nothing a literary magazine called “Tsutanoha” together, over the year comprising 

spring and fall seminars, students will develop deeper understanding of publishing, editing and literature, while also acquiring 

practical skills. In the fall semester we will study topics from organizing manuscripts, to the reality of proofreading articles, and 

basic production knowledge. Building on the outcomes of the spring semester, in this semester we will consider and analyze 

theories of literature in detail from ‘the generation of Kenzaburō Ōe, Takeshi Kaikō and Yumiko Kurahashi’, and also develop 

insight into “what a novel is”. Moreover, it is hoped that students who take this seminar are also taking the spring semester 

seminar F19. 

 

授業の内容（Course Contents） 

雑誌制作を実践的に学ぶ。春・秋演習通じての一年間で、実際に一冊の文芸誌『ツタノハ』を受講生全員で作り上げながら、入稿

のための「割り付け」から、校正・製作にいたる、雑誌編集の後半部にあたる主要な作業を経験し、＜時代の鏡＞としてある「雑誌

というメディア」への理解を深める。春学期で学んだテーマをより発展深化させ、秋学期は＜大江健三郎・開高健・倉橋由美子の

世代＞による、極めて知的に構築された文学論を多面的に研究分析し、さらに、ストーリー・登場人物・描写・文体・リズム等々、

多岐にわたる＜現代小説＞の技法を実践的に学んでいく。また、最前線で活躍する出版人の貴重なお話に触れ、出版文化の生

きた理解に努める。本演習を受講する者は、春学期の演習Ｆ１９から継続して受講することが望まれる。 

 

Learn magazine production in a practical manner. Through the year comprising spring and fall seminars, all students will together 

build up a literary magazine (Tsutanoha) and experience the main second-half tasks of a magazine editor. Activities will go from 

editing in order to meet the submission goal, right up to proofreading and production. Through these processes we will deepen 

understanding of magazine media, which is viewed as a mirror of the times. To further develop and deepen understanding of the 

topics studied in the spring semester, in the fall semester we will carry out broad-ranging research and analysis of highly 

intelligently constructed literature theories from ‘the generation of Kenzaburō Ōe, Takeshi Kaikō and Yumiko Kurahashi’. Also, 

we will learn in a practical manner a broad range of features of modern novels such as, story, characters, depictions, style of 

writing, rhythm, etc. Also, we will touch on valuable talks from publishers actively working at the forefront of their industry and 

develop a first-hand understanding of publishing culture. It is hoped that students who take this seminar will continue on from 

the spring semester seminar F19. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雑誌を編集・構成する――新たなステップへ 

2. ＜大江・開高・倉橋の世代＞と「学生小説」――歴史的パースペクティブ 

3. ＜大江・開高・倉橋の世代＞の文学論（１） 

4. ＜大江・開高・倉橋の世代＞の文学論（２） 

5. ＜大江・開高・倉橋の世代＞の文学論（３） 

6. 出版編集の現場――「装丁」という仕事 

7. 小説の技法（１） 

8. 小説の技法（２） 

9. ＜大江・開高・倉橋の世代＞をめぐる包括討議 

10. 小説の技法（３） 

11. 小説の技法（４） 

12. 台割について 

13. 素読み・引き合わせについて 

14. 雑誌制作という経験――まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

雑誌制作という実践的作業を進めるため、各回の授業出席および課題の達成は必須である。授業で適宜出されるプリントの精

読、課題の遂行、および授業内容の予復習は必ず行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(40%) 

3 回以上欠席の場合は単位修得不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大江健三郎、1988、『新しい文学のために』、岩波新書 

2. 開高健、2009、『人とこの世界』、ちくま文庫 

3. 倉橋由美子、2012、『倉橋由美子（精選女性随筆集第三巻）』、文藝春秋 

4. 大岡昇平、2014、『現代小説作法』、ちくま学芸文庫 

5. 中村光夫、1954、『日本の近代小説』、岩波新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本エディタースクール編、2012、『原稿整理ルールブック』 第 2 版、日本エディタースクール 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２１ 

(Seminars F21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋芸術理論の古典文献を読む 

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） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典文献の内容について，独自の着眼から分析できるようになる。 

文献分析の内容をレジュメを用いて発表し，他者の発表をめぐって討議を行い，論文形式の文章で自らの考察を展開できるよう

になる。 

 

Students should become able to analyze the content of classic texts from their own individual viewpoints. 

Students will give presentations using reports on the content of their literature analysis, conduct debates on other student's 

presentations and become able to develop their own discussion in a written essay format. 

 

授業の内容（Course Contents） 

芸術理論に関する東洋（中国・朝鮮・日本）の古典文献を抜粋で読む。現代的な芸術観との異同を意識しながら読んでいきたい。 

現代日本語訳もしくは詳細な解説がついたアンソロジーを用い，自分の選んだ文章について発表する。最終的には，自分なりの

読解と考察を論文形式で表現することを目指す。 

 

Read excerpts from classic Eastern (Chinese, Korean, Japanese) literature that is related to art theory. We will read the 

text while remaining conscious of the contrast to a modern artistic perspective. 

Give a presentation on your chosen text using an anthology with modern Japanese translations or detailed commentaries. The 

final 

aim is to express one’s own reading comprehension and considerations in essay format. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 総説、担当決定 

3. 発表と議論（１） 

4. 発表と議論（２） 

5. 発表と議論（３） 

6. 発表と議論（４） 

7. 発表と議論（５） 

8. 中間まとめ 

9. 発表と議論（６） 

10. 発表と議論（７） 

11. 発表と議論（８） 

12. 発表と議論（９） 

13. 発表と議論（10） 

14. 総括，論文作成相談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は責任をもって準備をするとともに，各回の発表で扱われるテキストについて参加者全員が事前に読んでくること。 

学期中，宿題が課された場合には指示に従って提出すること。 

テキスト内容とかかわりそうな美術作品の展示や図録，演劇・芸能の上演・動画等に，自主的に触れる機会をもつとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/授業参加度(40%) 

各要素必須。授業参加度には宿題提出実績も含む。75％以上の出席がなければ単位修得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宇佐美文理・青木孝夫編、2014、『芸術理論古典文献アンソロジー 東洋篇』、京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版

局 藝術学舎 (ISBN:9784344952416) 
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参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

宿題や最終レポートの提出に Blackboard を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２２ 

(Seminars F22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画の面白さとは何かを作り手の立場に立って分析する 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

Students will specifically consider the enjoyment of narrative films, taking the standpoint of creators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

When talking about the enjoyment of narrative films, we often use the words of critics, like "direction" and "screenplay." But to 

what do those words specifically point? 

In order to reconsider the "direction" and "screenplays" that everyone supposedly understands, this class will read scenarios 

from the viewpoint of creators, and will explore what "direction" means through the differences between the scenario and the 

finished work. 

As scenario analysis will be conducted in class, course takers should perform two tasks in advance. The first is to divide the 

drama into paragraphs to grasp its structure. The second is to guess the ideas for the starting point of the scenario from the 

standpoint of the scenario writer. 

The course hopes to properly address anyone who is not content with analysis alone and who wants to actually write a scenario 

or make a movie. The course will critique scenarios and will provide instruction on making a short film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとなるシナリオは少なくとも三回以上は読み、そのテキストと関連のある監督・脚本家などについては図書館で調べるこ

と。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２３ 

(Seminars F23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自由と必然 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自由と必然に関するカントおよびフィヒテの議論を知ることで、人間は何のために生まれ、世界においてどのようにあり得るのか、

またあるべきかを考えるきっかけをつかむ。 

 

By learning of Kant and Fichte’s discussions regarding freedom and necessity, we will seize the opportunity to think about what 

people are born for and how they can or should be in the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィヒテの『人間の使命』を講読し、彼がカントの道徳論をどのように吸収し、自然界を支配しているように見える必然性と、その中

に生きる人間の自由について、独自にどのような解釈を与えたかを知る。 

 

We will carefully read The Vocation of Man by Fichte, learning how he internalized Kant’s theory of ethics and provided a unique 

interpretation of necessity, which appears to be controlling the natural world and the freedom of people who live within that 

world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. カントの道徳論 

3. 第 1 巻 第 1 章 自然の体系 

4. 第 2 章 自由の体系～第 3 章 自然の体系と自由の体系の二律背反 

5. 第 2 巻 第 1 章 直接的自己意識（１） 

6. 第 1 章 直接的自己意識（２） 

7. 第 2 章 対象意識の成立過程 

8. 第 3 章 知識の体系の空虚さ 

9. 第 3 巻 信仰 序章 知識に対する信仰の優位性 

10. 第 1 章 世界の実在性の根拠～第 2 章 地上的生の目的（１） 

11. 第 3 章 地上的世界と超地上的世界（２） 

12. 第 4 章 宗教的世界観（１） 

13. 第 4 章 宗教的世界観（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決め、担当個所を自分なりにまとめて発表してもらいます。担当以外の人も、各回の授業で扱った問題について説

明できるように自分なりにまとめ、次回の授業の予習としてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フィヒテ、1939、『人間の使命』、岩波文庫 (ISBN:4003362748) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 - 1818 - 

■AU124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２４ 

(Seminars F24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自ら哲学する力をつける 

担当者名 

（Instructor） 
相原 博(AIHARA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学の基本概念を身につけ、哲学がどのような問題に取り組むのかを理解する。近代に注目して、哲学の歴史の流れを理

解する。日常生活のなかに隠された哲学的な問題を見出し、自ら考察できるようになる。 

 

Learn the basic concepts of western philosophy and understand what kind of issues philosophy addresses. Focusing on modern 

times, understand the historic flow of philosophy. Uncover philosophical issues hidden within daily life and become able to 

examine them on your own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

デカルト『方法序説』を熟読し、近代の哲学について意見を交換する。デカルトは、近代の哲学を始めた哲学者として有名である。

デカルトは、自分が生きた時代の学問に疑問を抱いていた。そのため彼は、疑わしいものを一度すべて疑って、疑いえない確実

な真理が存在しないかどうか、あえて探求したのである。その探求は、現代の哲学や思想にも大きな影響を与えている。またその

影響も、哲学だけでなく自然科学をはじめ、広く学問一般に及んでいる。『方法序説』を読むことで、学問の基礎や神の存在、心と

身体の区別など、今日にも通じる哲学の問題を考えてみたい。授業の進め方について、毎回２名の報告者にテキストの概要を説

明してもらう。受講生の学びにつながる授業運営を心がけたい。 

 

Thoroughly read Discourse on the Method by Descartes and exchange views on modern philosophy. Descartes is famous for 

having been the philosopher who started modern philosophy. Descartes queried the academic knowledge of the time in which he 

lived. He questioned everything that was debatable and daringly investigated whether an unquestionable definite truth exists. His 

investigative work also significantly impacts contemporary philosophy and thinking. Moreover, this impact is not limited to 

philosophy, but starting with natural sciences it is wide-reaching and affects academia as a whole. Through reading Discourse 

on the Method, we will consider philosophical issues that continue to be relevant today such as, the basis of academic 

knowledge, the 

existence of God, the distinction between mind and body, etc. Each time classes will consist of 2 students presenting a 

summary of the current text section. Care will be taken to ensure class management that is conducive to students’ learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方。テキストの説明。 

2. 報告と討議１（第一部「デカルトが生きた時代の学問について」の前半） 

3. 報告と討議２（第一部「デカルトが生きた時代の学問について」の後半） 

4. 報告と討議３（第二部「デカルトが求めた学問の方法について」の前半） 

5. 報告と討議４（第二部「デカルトが求めた学問の方法について」の後半） 

6. 報告と討議５（第三部「デカルトの道徳の規則について」の前半） 

7. 報告と討議６（第三部「デカルトの道徳の規則について」の後半） 

8. 報告と討議７（第四部「神と人間の精神が存在することの証明について」の前半） 

9. 報告と討議８（第四部「神と人間の精神が存在することの証明について」の後半） 

10. 報告と討議９（第五部「デカルトが探求した自然学の問題について」の前半） 

11. 報告と討議１０（第五部「デカルトが探求した自然学の問題について」の後半） 

12. 報告と討議１１（第六部「自然のさらなる探求のために」の前半） 

13. 報告と討議１２（第六部「自然のさらなる探求のために」の後半） 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『方法序説』の指定箇所（新書判で６ページから１０ページ程度）を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/テキスト読解報告(30%)/議論参加度(20%)/リアクションペーパー(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. デカルト、2001、『方法序説ほか』、中公クラシックス (ISBN:4-12-160012-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野田又夫、1966、『デカルト』、岩波書店 (ISBN:4-00-412022-3) 

2. 山田弘明、1995、『方法序説』を読む』、世界思想社 (ISBN:4-79-070568-0) 

3. 谷川多佳子、2014、『デカルト『方法序説』を読む』、岩波書店 (ISBN:4-00-600313-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２５ 

(Seminars F25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評的な切り口を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

柄谷行人『日本近代文学の起源』を精読する。またアカデミック・ライティングの訓練を行う。途中で小レポートを書き、相互批評を

行う予定。 

 

We will thoroughly read Origins of modern Japanese literature by Kojin Karatani. Also, we will carry out academic writing training. 

The plan is to write short reports midway through the course and carry out mutual criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典的批評とされるわりにつまみ食い的に読まれがちな柄谷行人『日本近代文学の起源』を精読し、批評的な視座の切り口とは

何かを学ぶ。主たる問題系は「風景」「内面」「告白」など。批評対象作品（森鴎外、柳田国男、国木田独歩等）を合わせ読みつつ

理解を深める。またアカデミック・ライティングの訓練の一環として、相互批評を交えて互いに切磋琢磨する機会を作る予定。 

 

We will thoroughly read the Origins of modern Japanese literature by Kojin Karatani, which despite being considered classical 

criticism is easy to read in bitesize chunks. Through this process we will learn what it means to approach things from a critical 

perspective. The main issues are landscape, internal aspects, confessions, etc. We will deepen our understanding by reading 

works that will be the targets of our critiques (by Ogai Mori, Kunio Yanagita, Doppo Kunikida, etc.). Also, as a part of academic 

writing training, the plan is to include mutual criticism to create an opportunity to develop through friendly competition with 

each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習全体のガイダンス、演習メンバーの自己紹介、グループ分けと担当部分配分。 

2. 報告担当グループによる発表とディスカッション１ 

3. 報告担当グループによる発表とディスカッション２ 

4. 報告担当グループによる発表とディスカッション３ 

5. 報告担当グループによる発表とディスカッション４ 

6. 報告担当グループによる発表とディスカッション５ 

7. 相互批評の実践１ 

8. 相互批評の実践２ 

9. 報告担当グループによる発表とディスカッション６ 

10. 報告担当グループによる発表とディスカッション７ 

11. 報告担当グループによる発表とディスカッション８ 

12. 報告担当グループによる発表とディスカッション９ 

13. 報告担当グループによる発表とディスカッション 10 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループごとに必ずサブゼミを開いて事前勉強してくること。報告グループはもちろんだが、報告にあたっていない会についても

できるかぎりサブゼミを通じて事前検討を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習参加度(70%) 

四分の一以上の欠席は単位取得の意志のないものとみなす。小レポートは演習参加度に換算する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柄谷行人、2008、『底本日本近代文学の起源』、岩波現代文庫 (ISBN:978-4-00-600202-2) 

 

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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■AU126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２６ 

(Seminars F26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学における異界の設計 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学には「今・ここ」の現実とは異質の成り立ちを備えた世界を構築しようとする欲望がある。では、その異界を設計する原理とは

いかなるものか。本演習では日本の近代文学から SFまでを手広く扱いながら、この問いを深めていく。坂口安吾、萩原朔太郎、

安部公房、円城塔、カフカ、ル=グウィン、アーサー・クラーク、ダンセイニらを扱う予定。 

 

In literature there is the desire to construct a world with a different makeup from the reality of the “here and now”. So, what 

are the principles for designing this different world? In this seminar, we will consider this question in depth while covering a 

broad variety of works from modern Japanese literature to science fiction. The plan is to cover works by Ango Sakaguchi, 

Sakutarō Hagiwara, Kōbō Abe, Toh EnJoe, Kafka, Le Guin, Arthur Clarke and Dunsany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一作ずつ文庫本を読んでいく。担当者の発表の後に全員でディスカッション。担当者には毎回課題を出すので、それを踏ま

えたうえで、レジュメを作成すること。 

 

Each time we will read a short paperback book. There will be a whole-class discussion after the designated student’s 

presentation. Each time the designated student will be set an assignment and based on this task they will write a summary 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表者の報告＆ディスカッション 

3. 発表者の報告＆ディスカッション 

4. 発表者の報告＆ディスカッション 

5. 発表者の報告＆ディスカッション 

6. 発表者の報告＆ディスカッション 

7. 発表者の報告＆ディスカッション 

8. 発表者の報告＆ディスカッション 

9. 発表者の報告＆ディスカッション 

10. 発表者の報告＆ディスカッション 

11. 発表者の報告＆ディスカッション 

12. 発表者の報告＆ディスカッション 

13. 発表者の報告＆ディスカッション 

14. 発表者の報告＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も課題テクストを精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２７ 

(Seminars F27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、また実作を通して理解を深める。 

 

Think concretely about expression that is dependent on language and deepen understanding of this through actually creating 

one's own piece of work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

詩、随筆、短編などを読み、さらに各自の作品を実作する。(提出された作品は、印刷して配布し、履修者全員で読む。) 

 

Students will read poetry, essays, short stories, etc. and also actually create their own pieces of work. (Copies of submitted 

pieces of work will be printed and handed out for us to read as a whole class. ) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに。(ガイダンス) 

2. 随筆を読む。(資料は配付する。) 

3. 随筆を書いてきて提出。 

4. 提出された作品の講評。 

5. 提出された作品の講評。 

6. 詩を読む。(資料は配付する。) 

7. 詩を書いてきて提出。 

8. 提出された作品の講評。 

9. 提出された作品の講評。 

10. 短編を読む。(資料は配付する。) 

11. 短編を書いてきて提出。 

12. 提出された作品の講評。 

13. 提出された作品の講評。 

14. まとめ。最終レポートの提出。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実作の演習なので、課題として提出する作品を、授業時間外に執筆する必要がある。その他、書籍や資料などを読んでおく必要

のある場合は、適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業への参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物(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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■AU128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２８ 

(Seminars F28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宣教師の目を通してみた中国 

担当者名 

（Instructor） 
新居 洋子(NII 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） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史料を当時の時代背景のなかで読み解くことができる。 

個人的な感想や印象を越えて、客観的な史料批判に基づいた議論を行うことができる。 

 

Students should become able to decipher historical materials in the context of the period’s historical backdrop. 

Students should become able to conduct a discussion based on objective criticism of historical materials that surpasses 

personal thoughts or impressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

17～18 世紀に中国で活動したイエズス会宣教師による手紙を読み、当時の中国の人々による記録には現れない中国の姿や、

宣教師自身の世界観や文明観について議論する。 

毎回１～２篇ずつ手紙を取り上げ、担当者による発表を踏まえて、参加者全員で議論する。 

あわせて、関連する原史料に触れる機会も設ける。 

 

Read a letter by a Jesuit missionary who worked in China from the seventeenth to the eighteenth century and discuss a side of 

China that does not appear in records of Chinese people from that time, along with the missionary’s own view of the world and 

civilization. 

Each time we will cover one or two letters and conduct a whole-class discussion based on the designated student’s 

presentation. 

This will also provide an opportunity to touch on relevant basic historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の概要 

2. 中国とヨーロッパの交流史概説、担当箇所の割り振り、発表資料の作り方 

3. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

4. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

5. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

6. 原史料に触れる：宣教師による記録 

7. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

8. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

9. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

10. 原史料に触れる――中国の人々による記録 

11. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

12. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

13. 『イエズス会士中国書簡集』講読：発表と議論 

14. 宣教師以外の人々のみた中国：マカートニー使節団の報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は発表資料を準備し、担当者以外の参加者も事前に史料を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発表(40%)/授業への参加(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 矢沢利彦編訳、1973、『イエズス会士中国書簡集』４・社会編、平凡社 (ISBN:4582802303) 

2. 矢沢利彦編訳、1974、『イエズス会士中国書簡集』５・紀行編、平凡社 (ISBN:4582802516) 

3. 矢沢利彦編訳、1977、『イエズス会士書簡集』中国の医学と技術、平凡社 (ISBN:4582803016) 

テキストの入手については授業内に指示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 後藤末雄、1969、『中国思想のフランス西漸』1』、平凡社 (ISBN:9784582801446) 

2. 後藤末雄、1969、『中国思想のフランス西漸』２』、平凡社 (ISBN:9784582801484) 

3. 矢沢利彦、1972、『中国とキリスト教――典礼問題』、近藤出版社 (B000J9CLJA) 

4. 岸本美緒・宮嶋博史、2008、『明清と李朝の時代』、中央公論新社 (ISBN:9784122050549) 

5. 後藤末雄、2016、『乾隆帝伝』、国書刊行会 (ISBN:9784336058478) 

6. 新居洋子、2017、『イエズス会士と普遍の帝国』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815808891) 

7. 岡本隆司・箱田恵子編、2019、『ハンドブック近代中国外交史』、ミネルヴァ書房 

その他、関連する文献は授業内に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU221／文芸・思想文献講読 １ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシア文学の魅力をロシア語で味わう 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 公美(MORI KUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本文法を確認しながらロシア語のテクストを読み、ロシア文学独特の雰囲気やユーモアを理解する。扱うテクストの文化的背景

にも目を向け、ロシアの文学や社会に対する知識を深める。 

 

We will check basic grammar while reading texts in Russian and develop understanding of the unique feel and humor of Russian 

literature. We will also look at the cultural background of the texts we are covering and expand our knowledge of Russian 

literature and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ロシア文学のテクストを、辞書や文法書（教科書）を頼りに読んでみる。何を読むかは受講者の実力と関心を配慮して決めるが、

最低限の文法の知識は必須である。基本的には邦訳がある有名な作品の一部や、映画化されたロシア文学（アニメも含む）作品

など音や映像でも確認できるものを選ぶ予定。作品の背景についても学ぶが、あくまでも受講者によるロシア語テクストの精読が

中心である。 

 

Relying on dictionaries and grammar textbooks for help, we will try reading Russian literary texts. We will take into account 

students’ true abilities and interests when deciding what to read, but at a minimum basic grammatical knowledge is compulsory. 

In general, we intend to select material that can also be checked using sound or video, such as sections from famous pieces of 

work which have translations and Russian literary works which have been made into movies (including animations). We will also 

learn about the backgrounds of the pieces, but classes will remain centered on students’ intensive reading of Russian texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講者の実力確認、テクストの概要説明とテクスト選定 

2. テクスト精読 

3. テクスト精読 

4. テクスト精読 

5. テクスト精読 

6. テクスト精読 

7. テクスト精読 

8. テクスト精読 

9. テクスト精読 

10. テクスト精読 

11. テクスト精読 

12. テクスト精読 

13. テクスト精読 

14. 総復習と確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テクストは必ず予習してくる（わからない単語の意味とアクセントを調べ、単語の基本形＝辞書に載っている形や変化形をノ

ートに書く）こと。学期中に数回の小テストを行うので、しっかり復習すること。必要に応じ、文法の練習問題を宿題として課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(30%)/予習復習の状況や授業中の出来具合(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業でこれまでに使った教科書、普段使用している辞書について聞き、足りないものを指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU224／文芸・思想文献講読 ４ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
講読を通して学ぶスペイン語／スペイン語を通して学ぶ講読 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、スペイン語で書かれたテクストを読み進めることで、（１）スペイン語 （２）テクストの読み方。母語で書かれていない

テクストを読むことは、一般的に難しい。だからこそ、ひとつひとつのことばやぶんしょうのつながり、論理構成について注意深く読

むことが求められる。時間のかかる作業だが、これは母語で書かれたテクストを注意深くよむ方法を学ぶきっかけにもなる。この

授業では、スペイン語だけでなくテクストを注意深く読むこと、という読む方法についても併せて学ぶ 

 

By reading texts written in Spanish, this class works on 1. Spanish; and 2. ways of reading texts. Reading texts not written in 

one's native language is typically difficult. For that reason, careful reading is required, that pays attention to logical composition 

and the links between each and every word or sentence. It is time-consuming work, but this will also act as a catalyst for 

learning how to read carefully texts written in one’s native language. In this class, we will learn techniques for attentively reading 

texts, that are not limited to the careful reading of Spanish texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまでに学んだスペイン語の知識を活かし、スペイン語で書かれたテクストを読みすすめ、これによって、さらにスペイン語の表

現、語彙、文法について学ぶ。あわせて、スペイン語圏の文化や社会、あるいはスペイン語のテクストで記される議論についても

学ぶ。 

扱うテクストは、数種類用意する。進め方については、初回時に相談して決める。 

 

We will utilize Spanish knowledge acquired up until now to read through texts written in Spanish and via this process learn more 

about Spanish expressions, vocabulary and grammar. In addition, we will learn about the culture and society of Spanish-speaking 

countries and also arguments included in Spanish texts. 

Several types of texts to cover will be prepared. We will discuss and decide how to proceed during the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、注意深く読むことについて 

2. 講読 1 

3. 講読 2 

4. 講読 3 

5. 講読 4 

6. 講読 5 

7. グループワーク 

8. 講読 6 

9. 講読 7 

10. 講読 8 

11. 講読 9 

12. 講読 10 

13. 講読 11 

14. ワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、テクストを読み進めるので、予習が必要になる。 

授業には辞書を持って来ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(60%) 

授業参加には、最終レポート以外の提出物や課題なども含める。また、この授業は出席が大事であるが、出席とは講義の時間に

教室の椅子に座っていることを意味しない。 
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テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する 

 

参考文献（Readings） 

1. ランシエール、ジャック、2011、『無知な教師』、法政大学出版 

2. 西村君代、2014、『中級スペイン語 読みとく文法』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU301／文学講義 ４０１ 

(Lectures on Literature 401) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と政治・社会との関わりを学ぶことを通じて、主体的かつ批判的な思考を身につける。  

 

Through learning about the connection between literature and politics/society, develop independent and critical thinking.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と国家・権力との関係、文学に対する弾圧・規制、言論出版の自由や表現の自由について、近現代の日本文学を中心に考

察する。テーマは文学だが、政治制度や法律等への言及が非常に多くなる。 

 

Centering on modern Japanese literature, we will study the relationship between literature and the state/authority; 

oppression/regulation of literature; and freedom of speech, press and expression. Although the class theme is literature, 

references to political systems and laws become highly numerous. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス  

第 1 回レポート課題提示 

2. 政治・国家・権力 

3. 文学と政治       

第 1 回レポート提出日 

4. 文学に対する規制１（江戸編）  

5. 文学に対する規制２（戦前編）  

第 1 回レポートに対する講評・書き方指導 

6. 文学に対する規制３（占領期編） 

7. 文学に対する規制４（戦後編） 

8. 文学と司法１    

中間レポート提出日 

9. 文学と司法２     

中間レポートに対する講評・書き方指導 

10. 文学と司法３ 

11. 表現の規制１ 「禁止」される表現 

12. 表現の規制２ 自粛・自己規制 

13. 講義全体のまとめ   

テストに向けてのアドバイス 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 回のレポート提出があり、未提出者にはテスト受験を認めない。授業計画の欄にレポート提出日が記載されている。第１回目は

新学期早々なので、あらかじめ準備をしておくとよい。参考文献欄にある本を読むことが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/第一回レポート(30%)/中間レポート(30%) 

第 1 回レポートと中間レポート未提出者には最終テスト受験を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。参考文献は授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『ヰタセクスアリス』 
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2. 永井荷風、『歓楽』 

3. 江戸川乱歩、『芋虫』 

作品の出版社は問わない。その他の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記テストは、持ち込み不可で長文を書かせる。日本語として読むに堪える文章が書けることを受講者に要請する。出席は成績

評価に加えないが、授業に出席しないで書けるような容易なテスト問題は作成しないので、そのつもりで。配布資料は最小限で、

基本は板書、ノートをきちんととる必要がある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU302／文学講義 ４０２ 

(Lectures on Literature 402) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。 

また日本にも定着し、幅広くポピュラー・カルチャーから初等教育の場においてまで取り入れられている。ここでは、ヒップホップと

いう装置がいかに日本で働いたか、日本のヒップホップがいかに新しい言語を獲得したかを探る。 

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? 

Also, having become popular even in Japan, it is now widely incorporated into areas ranging from popular culture to elementary 

education. Here we will explore how hip hop as a mechanism operated in Japan and how Japanese hip hop acquired new 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル文化対ローカル文化という図式を越えて、テキスト、映像、音源などを材料に「日本」の「ヒップホップ」とは何かを探り

理解する。以下の授業計画は予告なしに変更有。 

 

Going beyond viewing hip hop from the global vs local culture perspective, we will use materials such as text, video and sound 

sources to explore and understand what Japanese hip hop is. The lesson plan below is subject to change without prior notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の」ヒップホップとは何か？ 

2. ヒップホップとは何か 

3. ブレイクビーツと DJ  

4. 日本にどのようにヒップホップが伝わったか？ 

5. メディアのうえでのヒップホップ 

6. 日本のポピュラー文化史のなかでーー原宿文化としてのヒップホップ 

7. リリック／サウンド解析 黒人性の解釈 

8. リリック／サウンド解析 リリック／ライム／フロウ／デリヴァリー 

9. リリック／サウンド解析 J-ポップとしてのヒップホップ 

10. リリック／サウンド解析 J—ポップたらんとするヒップホップ 

11. 日本の DJ カルチャー (1)  

12. 日本の DJ カルチャー (2)  

13. グローバルとローカル 

14. 「日本」の「ヒップホップ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習と復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への積極的な参加(30%)/リアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度配布 
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参考文献（Readings） 

その都度配布 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://realsound.jp/2017/01/post-11172.html 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU303／文学講義 ４０３ 

(Lectures on Literature 403) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優れた文芸批評・文学理論はそれ自体が、思考を強く刺激する優れた「作品」としての価値を有している。本講義ではその魅力の

一端に触れ、文学をより多面的に考える視座を得ることを目的とする。 

 

Outstanding literary criticism/literary theory has its own value as a brilliant ‘creation’ that strongly stimulates thought. In this 

lecture, we will aim to touch on some of this attractive value and develop a perspective that allows us to think more broadly 

about literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀後半の文芸理論の主要なキーワード（ポストモダニズム、ナショナリズム、複製芸術、ジェンダー、セクシュアリティ、ポスト

コロニアリズム、フォルマリズム等々）を解説するとともに、最近の日本の批評のトピックについても随時紹介する。理論の解説に

加えて、テクストの現物そのものに触れてもらうことを重視する（なお下記の授業計画は変更される可能性がある）。さらに、今年

度はアジアの文学的テクストも紹介する予定。 

 

Along with explaining major keywords in literary theory from the latter half of the twentieth century (postmodernism, 

nationalism, reproduction art, gender, sexuality, postcolonialism, formalism, etc.) we will also introduce, as necessary, topics 

which have recently come under review in Japan. In addition to explaining the theory, the emphasis will be on increasing 

students’ exposure to the actual texts (also, the lesson plan below may change). Also, the intention is to introduce some of this 

year’s literary texts from Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ポストモダンとは何か 

3. 同上 

4. ナショナリズムとグローバリズム 

5. 同上 

6. ジェンダーとセクシュアリティ 

7. 同上 

8. 複製芸術と消費社会 

9. 同上 

10. ポストコロニアリズム 

11. 同上 

12. まなざしの政治学 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考図書を授業中に紹介するので、興味をもった本は各自手にとってみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席＋コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1837 - 

■AU304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU304／文学講義 ４０４ 

(Lectures on Literature 404) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
武田 将明(TAKEDA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

批評について考える 

 

Think about criticism 

 

授業の内容（Course Contents） 

批評とは何か、という問いに明確な答えはない。批評は哲学や文学といった、特定分野の名前ではないからだ。とはいえ、批評

は古代から現代まで、世界の様々な場所で存続してきたし、批評全般の特徴といえるものが、その痕跡も含めて何ひとつ見つか

らないと言い切るのも、かえって批評を過剰に特殊なものに見せてしまう。 

批評は、哲学や文学以上に、この世にありふれている。けれども、いや、おそらくあまりに普通に存在するがゆえに、改めて「批評

とは何か」と言われると困ってしまうのだ。 

他方で、最近は批評に元気がないといった物言いが聞かれる。そもそも肉体を持たない批評が元気だったり不元気だったりでき

るのか、という素朴な疑問はさておき、現代の文化状況の中で批評が機能不全に陥っているとすれば、その理由はどこにあるの

か。 

この授業では、なぜ人は批評するのかという、批評の必要性をめぐる問いから出発し、次いで古代から現代まで、西洋と日本の

批評史をたどると共に、さまざまな学問分野と批評の関係についても考察することで、批評が社会でどのような役割を果たしてき

たのかを明らかにしたい。最終的には、現代の世界で批評はどうあるべきなのか、というアクチュアルな問いに挑むことになるだ

ろう。 

つまり、批評とはどのような営為なのか（即自的な問い）、批評の役割とは何か（対自的な問い）、批評はどうあるべきなのか（総

合的な問い）、という３つの側面から、批評について考えることになる。講義形式を取りながらも、授業で言及する重要なテクスト

については、授業前に pdf ファイルの形で配布し、授業内で学生と意見を交換する時間を設ける。また、毎回のリアクションペイ

パーに記された感想も、可能な限り授業内容に反映させたい。 

 

There is no clear answer to the question of what criticism is. This is because criticism is not the name of a specific discipline, 

such as philosophy or literature. Be that as it may, criticism has been in existence from ancient times to the present day in 

many different regions across the globe. Also, stating with certainty that there is not even a single characteristic that could be 

said to broadly apply to all criticism, or evidence of its existence, would result in criticism being presented as more unique than 

it actually is. 

Criticism is common throughout the world beyond philosophy and literature. However, despite being very commonly occurring, it 

is likely that if asked “What is criticism?”, you will struggle to answer. 

On the other hand, there has been talk of criticism recently lacking energy. Putting aside the simple question of whether 

something like criticism, which is not a living creature, can have or lack energy in the first place, if criticism is failing to function 

properly in contemporary culture, then where does the reason lie? 

In this class, we will start by asking a question surrounding the need for criticism, namely “Why do people criticize?”. Next, along 

with tracing the history of criticism in the West and Japan from ancient times to present day, we will consider the relationship 

between criticism and various academic fields. Through this process we will shed light on what kind of role criticism has played 

within society. Ultimately, we are going to attempt to answer the very real question of how criticism should be in the modern 

world. 

Put simply, we will think about criticism through the following three dimensions: What kind of human activity is criticism? (thing-

in-itself question), What is the role of criticism? (being-for-others question), How should criticism be? (comprehensive 

question). While adopting a lecture format, important texts we will deal with during classes will be distributed as pdf files before 

lessons. Also, I will set aside in-class time to exchange ideas and opinions with students. Moreover, the intention is to make 

lecture content reflect as much as possible the feedback students provide on the Reaction Paper for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 分析（１）：批評の終焉 

2. 歴史（１）：プラトニズム 

3. 歴史（２）：古典主義 

4. 歴史（３）：ロマン主義 
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5. 歴史（４）：モダニズム 

6. 分野（１）：哲学 

7. 分野（２）：社会学 

8. 分野（３）：言語学 

9. 分野（４）：心理学 

10. 日本（１）：中世・近世 

11. 日本（２）：明治・大正 

12. 日本（３）：昭和・平成 

13. 分析（２）：批評の理論 

14. 分析（３）：批評の力 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配布するプリントは、指定の範囲を読んでから参加すること。これとは別に、批評文献を pdf で配布するので、これも授

業内に指示される期限内に読むことが求められる。中間レポートは１１回の授業までに提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペイパー等による評価(30%)/中間レポート(Mid-Semester Report)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

成績評価は、リアクションペイパー等から判断される授業への取り組み、「批評とは何か」に関する意見をまとめた中間レポート、

そして自分の考える批評を実践した最終レポートの３つを総合しておこなう。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献はプリントや pdf で配布するが、授業内で取り上げた他の書物も受講者が自主的に読むことにより、さらに深い学習

が可能となる。取り上げる予定の書物は、いずれも批評に関する基本文献なので、図書館等で簡単に見つけられるだろう。読み

たい書物が見つからない場合は、講師に相談すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU305／文学講義 ４０５ 

(Lectures on Literature 405) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 1 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と文化やアートの接点について、さまざまな切り口から考察し、理解を深める。社会におけるその位置づけを認識する。 

 

In order to deepen our understanding, we will consider from many different angles the points of contact between people and 

culture or art. We will also be aware of their respective places in society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間と文化やアートは、どのようにして出会うのだろうか。そして、それは何をもたらすのだろうか。ここでは、“見る”まなざしをめ

ぐって、文化装置、複製技術、アート、プロダクト、イベントの切り口から考察する。 

 

How do people meet culture or art? Also, what does this encounter bring about? Here, by looking specifically at how we view 

things, we will study the perspectives of cultural devices, reproduction techniques, art, products and events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 社会と文化やアートの接点 思想家の見解を参照しながら 

2. 文化装置（1）ミュージアム 展示は何をもたらしたか 

3. 文化装置（2）ミュージアム 見る欲望 

4. 文化装置（3）百貨店 ビジネスモデルの構築と文化発信 

5. 複製技術（1）写真① 写真の発明によるパラダイム・シフト 

6. 複製技術（2）写真② 写真独自の表現とは 

7. 複製技術（3）映画 映画の発明によるパラダイム・シフト 

8. 複製技術（4）映像 ヴァーチャル・リアリティ 新たな映像技術 

9. アート(1) マス・コミュニケーション時代を見据えたアート 

10. アート(2) コンセプチュァル・アート ミュージアムを超えて 

11. プロダクト キッチュ論 

12. イベント(1) ビエンナーレ トリエンナーレ アートとまちおこし 

13. イベント(2) メディア・イベント 

14. まとめ クリエイティブ・クラス 文化産業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既に知っている文化装置、日常利用している複製技術やプロダクト、これまで出会ったアート、参加したことのあるイベントなど、

自己の経験を振り返りながら、文化およびアートの出会いが、何をもたらしたのかについて考えてみる。新たな文化施設やアート

を見つけて、検討してみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席、コメントペーパー、授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献表を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

コメントペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU306／文学講義 ４０６ 

(Lectures on Literature 406) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 2 

担当者名 

（Instructor） 
三吉 美加(MIYOSHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国の黒人・ラティーノ・カリブ系集団の文化表象：歴史的社会的な考察 

 

Cultural representation of African American, Latino and Caribbean groups in the U.S.: A historical and social study 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、米国のアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、カリブ系のコミュニティを検討し、彼らの文化表象を歴史、社会、文化の関

係性からみていく。また、人種、エスニシティ、ジェンダー、セクシャリティなどの視点から各集団を多角的に考察する。文化表象は

音楽、ダンス、アート、ファッションなどを含む。 

 

In this lesson we will consider the communities of African American, Latino and Caribbean peoples in the U.S. and look at their 

cultural representation through the relationships between history, society and culture. Also, we will consider each group from 

several perspectives, including the viewpoints of race, ethnicity, gender, sexuality, etc. Cultural representation includes music, 

dance, art, fashion, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国とカリブ海社会の概要 １ 

2. 米国とカリブ海社会の概要 ２ 

3. 生活経験とリズム、ことば、ポエトリー 

4. アフリカ系アメリカ人のコミュニティ：黒人らしさとは？ 

5. JAZZから Soul Music まで １ 

6. JAZZから Soul Music まで ２ 

7. メキシコ系コミュニティ１ 

8. メキシコ系コミュニティ２ 

9. プエルトリコ系コミュニティ 

10. ニューヨーク市のプエルトリコ系とドミニカ系 

11. マイアミのキューバ系 

12. ニューヨークのドミニカ系コミュニティ 

13. ヒップホップ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(10%)/授業内での積極的態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三吉美加、2014、『米国のラティーノ』、大学教育出版 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 国本伊代編、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 

2. 国本伊代編、2013、『ドミニカ共和国を知るための 60 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

  



 - 1843 - 

■AU307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０７ 

(Lectures on Literature 407) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 1 

担当者名 

（Instructor） 
石岡 良治(ISHIOKA YOSHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なアニメ表現の魅力を捉える 

「歴史や社会」のコンテクストと、作品内在的批評の両者の重要性を学ぶ 

「ファンカルチャー」が表現の受容において惹き起こす「好悪」を各自の問題として捉える 

 

Grasp the appeal of various animated forms of expression. 

Learn about the importance of both historical/social context and immanent critique for creative pieces of work. 

Each student should consider personally the issue of comprehending the ‘likes and dislikes’ brought about by how creative 

expression is received by fan culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は日本のポピュラーカルチャーにおいて大きな存在感をみせるアニメについて、「文化批評／評論」の観点から考察する

試みである。 

同時に、受講者は中間レポート執筆を通じて、アニメ表現についての批評的アプローチを学ぶことになるだろう。 

メディアミックスが一般化している現在、アニメは、マンガや実写のテレビドラマや映画などと多種多様な関係を取り結ぶ。だが、ミ

スマッチを起こしやすいことも広く知られており、「アニメ化」が必ずしも作品ファンに歓迎されるとは限らなくなっていることもある。

このことは現代文化における「視覚イメージ」の役割と、作品受容における「ファンカルチャー」の両義的な位置付けを示している

ように思われる。 

以上の現状認識を前提にしつつ、本講義は現在のアニメ表現が直面している諸問題について、例えば「『君の名は。』が活気付

けつつある青春アニメ映画」「日本アニメにおける 3DCG の位置付け」といった、アクチュアルかつ身近な題材を手がかりにしつ

つ、複数の観点を「同時に」意識しつつ考察していきたいと考えている。 

 

後半扱ういくつかの題材については、受講者のリクエストも参考にする予定である。 

よって、一部題材についてはシラバス変更の可能性があり、そのさいには事前告知する。 

この種の講義では、各自の関心にとって「好きなカルチャーか否か」が焦点となりやすい状況があるが、本講義では「嫌い／苦手

なカルチャー」「無関心なカルチャー」との関係についても同時に目を向けるようにしたい。 

 

This lecture attempts to study Anime, which has a significant presence in Japanese popular culture, from a cultural 

criticism/critique point of view. 

Concurrently, through writing an interim report, students will learn about critical approaches to viewing animated forms of 

expression. 

At this present time of widespread mixed media use, Anime is linked in a wide variety of ways to Manga, and live-action 

television dramas or films. However, it is widely known that animating works often causes mismatches, thus turning existing 

works into Anime is no longer always welcomed by fans of the original pieces. It is thought that this reaction demonstrates the 

ambiguous role of visual image in modern culture and the uncertain nature of how creative works are received by fan culture. 

Setting recognition of the current situation outlined above as a precondition, this lecture looks at the various issues present-

day animated forms of expression are facing. The intention for example is while considering Anime critically using existing 

familiar material, to be simultaneously aware of multiple perspectives, such as the teen Anime movie scene recently energized 

by the film “Your Name.” and the placement of 3D computer graphics in Japanese Anime. 

 

The plan is to consider student requests when deciding on several works to cover in the second half of this lecture series. 

Accordingly, there may be changes to some of the materials listed in the syllabus, but advanced notice will be provided. 

In this kind of lecture, it is easy for a situation to occur where individual interests, regarding whether a culture is one you like or 

not, become the focus. However, in this lecture we will also look at our relationship to cultures we dislike, find hard to 

understand, or are not interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（１） 

イントロダクション：日本におけるアニメーションと「アニメ」 
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2. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（２） 

アニメにおける「一般向け」と「マニア向け」 

※中間レポートその 1：プリントを参考に、ディズニー・ピクサー・ジブリ（およびポストジブリ）「以外」のアニメを選び、考察せ

よ（可能な限り「深夜アニメ」あるいは「過去のアニメ」） 

3. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（１） 

チェイスカートゥーンと動物寓話 

4. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（２） 

アニメーションとプロパガンダ 

5. 東映動画からスタジオジブリへ 

6. 宮崎駿『On Your Mark』とアニメの系列的読解 

7. 『耳をすませば』から『君の名は。』へ：「青春ラブコメ」という題材 

※中間レポート：スタジオジブリ・細田守・新海誠・片渕須直・ディズニー・ピクサーなど「以外」の、 

日本の「アニメ」作品についてのレポート 

8. ファンカルチャーの役割：二次創作と参加／体験型コンテンツの現在 

9. 『魔法少女まどか☆マギカ』と TVアニメの構成要素 

10. オープニングとエンディング映像からアニメ史を考える 

11. アニメをめぐる「欲望」とジェンダー 

12. 『ヤマト』『ガンダム』『エヴァ』とミリタリーイマジネーションからの逸脱 

13. アイドルアニメと 3DCG：ターゲット層の越境可能性をさぐる 

14. 現代アニメの展望 

講義のまとめ 

※最終レポート「各自が好きなアニメについて、これまでの講義をふまえつつ分析せよ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間レポートと学期末レポート、計 2 回のレポート提出が課せられているので、各自の関心に応じて、積極的にアニメ作品と、そ

れを取り巻く状況について考えるようにすること 

配布プリントで紹介する文献、および講義で用いる作品については、全体を紹介することができないので、予習復習につとめるこ

と 

 

現代日本のアニメ文化について踏み込んだ言及を行うので、必ずしも多くの前提知識は要さないが、一定の関心をもつこと。とり

わけ「ディズニーとジブリアニメにのみ関心がある」者は、現代日本の深夜アニメに積極的に関心をもち、事前視聴に努めることで

その状態を脱することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパーの内容(20%) 

最終レポート提出の条件として、二つの中間レポートを必ず両方とも提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石岡良治、2015、『「超」批評 視覚文化×マンガ』、青土社 (ISBN:9784791768417) 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、角川書店 (ISBN:9784040800196) 

2. 津堅信之、2017、『新版 アニメーション学入門』、平凡社新書 (ISBN:9784582858365) 

3. 細馬宏通、2013、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか: アニメーションの表現史』、新潮選書 (ISBN:9784106037351) 

4. 宇野常寛、2017、『母性のディストピア』、集英社 (ISBN:9784087711196) 

5. 土居伸彰、2017、『21 世紀のアニメーションがわかる本』、フィルムアート社 (ISBN:9784845916443) 

その他、講義中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０８ 

(Lectures on Literature 408) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 2 

担当者名 

（Instructor） 
中田 健太郎(NAKATA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マンガというメディアの歴史と特質について、理解することを目標とする。また、マンガと隣接するさまざまなメディア（とりわけ日本

におけるアニメーションやゲーム）についても学習することで、メディア論的な観点から文化について考察する力を身につける。 

 

The aim here is to develop an understanding of the history and characteristics of Manga as a form of media. Also, by studying 

Manga and various related media (specifically animation and games in Japan), we will develop the ability to consider culture from 

a media theory perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マンガというメディアの歴史をたどりながら、その特質について講義する。また、日本のマンガと隣接してきたいくつかの表現メディ

ア（アニメーションやゲーム）についても、マンガとの接点を確認しつつとりあげることによって、マンガとその周辺の文化にたいす

る考察を深めていく。 

 

Explanation of Manga’s characteristics will be provided, while tracing the history of Manga as a form of media. Also, through the 

study of Japanese Manga and several examples of associated expressive forms of media (animation and games), we will 

consider in depth Manga and its surrounding culture by checking and discussing points of contact between related media and 

Manga. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、マンガとはどのようなメディアか？ フランス語圏のマンガ（一）ロドルフ・テプフェール 

2. フランス語圏のマンガ（二） 『タンタン』と社会、シャルリ・エブド事件 

3. フランス語圏のマンガ（三） 若者文化としてのバンド・デシネ、現在のバンド・デシネ 

4. アメリカのマンガ（一） 初期コミック・ストリップ、初期アニメーション 

5. アメリカのマンガ（二） スーパーヒーローとアメリカ 

6. アメリカのマンガ（三） アンダーグラウンドコミックス、オルタナティブコミックス、グラフィック・ノベル 

7. 日本のマンガ（一） 明治期から第二次世界大戦まで 

8. 日本のマンガ（二） 手塚治虫と劇画 

9. 日本のマンガ（三） 少年マンガ、少女マンガ、前衛マンガの展開 

10. マンガとアニメーション（一）：アニメーションというメディアについて 

11. マンガとアニメーション（二）：日本におけるマンガ・アニメーション文化の展開 

12. マンガとゲーム（一）：ゲームというメディアについて 

13. マンガとゲーム（二）：日本におけるマンガ文化とゲーム 

14. マンガの現在：インターネット文化とマンガ、スクリーンのなかのマンガ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回 60 分程度の復習として、授業内でとりあげたマンガ作品もしくは関連する作品を読むようにしてください。その結果、マンガと

いうメディアについて考えたことがあれば、後日コメントペーパーなどで知らせてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小野耕世、2005、『アメリカン・コミックス大全』、晶文社 

2. 夏目房之介、竹内オサム編、2009、『マンガ学入門』、ミネルヴァ書房 

3. ティエリ・グルンステン、2009、『マンガのシステム コマはなぜ物語になるのか』、青土社 
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4. 古永真一、2010、『BD 第九の芸術』、未知谷 

5. 佐々木果、2012、『まんが史の基礎問題  ホガース、テプフェールから手塚治虫へ』、オフィス・ヘリア 

6. ティエリ・グルンステン、ブノワ・ペータース、2014、『テプフェール マンガの発明』、法政大学出版局 

7. 鈴木雅雄、中田健太郎編、2017、『マンガ視覚文化論 見る、聞く、語る』、水声社 

そのほかの文献（アニメーション、ゲームに関するものなど）は、授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU310／文学講義 ４１０ 

(Lectures on Literature 410) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説のさまざまな技法について学び、個々の作品を読む際に、方法論的・批評的な読み方ができるようになることを目指す。 

 

We will learn about various novel writing techniques and read each of the pieces of work with the aim of becoming able to read 

methodologically and critically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな作家たちが、みずからの仕事のやり方（何をどのように書いているのか？）について、あるいは読書体験などに

ついて（何をどのように読んでいるのか？）について、語った・書いた言葉を紹介していく。と同時に、文学研究者や批評家が書い

た文学理論や小説技法論についても紹介する。実践的な観点と理論的な観点の両方から、小説の技法について考察してみた

い。なお、扱う作家の順番が、授業計画通りではなく、前後することもある。 

 

The working styles of various authors from around the world (i.e. what they are writing and how they are writing it?), along with 

topics such as their reading experience (i.e. what they are reading and how they are reading it?), will be introduced using things 

they have written or said. At the same time, literary theories and novel writing theories written by literary researchers or critics 

will also be introduced. We will consider techniques for writing novels from both practical and theoretical perspectives. Please 

note that, the authors may not be covered in the lesson plan order and could be studied earlier or later than stated. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

文学はどのような言葉の体制なのか？ 

2. 大江健三郎の場合（1） 

3. 大江健三郎の場合（2） 

4. 村上春樹の場合 

5. 翻訳と創作の関係について 

6. イーユン・リー、アキール・シャルマについて 

7. V.Sナイポールについて 

8. カリブ海フランス語圏の作家たちについて 

9. マリー・ンディアイについて 

10. クッツェーについて 

11. カズオ・イシグロについて 

12. 新しい書き手たちについて（１） 

13. 新しい書き手たちについて（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考図書を読むこと。 

授業以外の時間に、自分で読むことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、じっくり聞いてみよう！』、岩波書店 

2. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、たっぷり聞いてみよう！』、岩波書店 
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3. 大江健三郎、1988、『新しい文学のために』、岩波新書 

4. 村上春樹、2016、『職業としての小説家』、新潮文庫 

5. 小野正嗣、2012、『ヒューマニティーズ 文学』、岩波書店 

6. 小野正嗣、2019、『NHK テキストこころをよむ 歓待する文学』、NHK 出版 

参考図書については、授業中に適宜指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU312／文学講義 ４１２ 

(Lectures on Literature 412) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩・詩論の読解と理解を通して各自の言語観を深める。詩の実作もおこない、言葉による表現について考える。 

 

By reading and understanding poems and the theory of poetry, we will develop each student’s linguistic standpoint. Students will 

think about expression that is dependent on language by actually creating their own poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期から現在に至る現代詩史をふまえながら、詩作品を読み、日本語の詩の可能性に迫る。実作・作品提出とその講評もおこ

なう。 

 

We will read works of poetry while taking into account the history of modern poetry, from the Meiji period up to the present, and 

delve into the potential of Japanese poetry. Students will create and submit their own creations and feedback will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ガイダンスなど）。 

2. 明治期の詩、『新体詩抄』とその周辺。島崎藤村『若菜集』、川路柳虹『塵塚』など。 

3. 三木露風、北原白秋、石川啄木など。 

4. 萩原朔太郎『月に吠える』他、『詩の原理』など。詩と散文、韻文と散文の問題。 

5. 西脇順三郎『Ambarvalia』と『あむばるわりあ』、『超現実主義詩論』など。 

6. 宮沢賢治『春と修羅』、尾形亀之助『障子のある家』など。 

【作品提出＝あらかじめ作品を書いてきて授業の際に提出する。】 

7. 中原中也『山羊の歌』『在りし日の歌』など。 

8. 【提出された作品に関する講評。】 

9. 金子光晴『現代詩の鑑賞』。戦後詩、「荒地」とその周辺。鮎川信夫、田村隆一など。 

10. 左川ちか、石垣りん、井坂洋子、伊藤比美、平田俊子など。 

11. 石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』『水準原点』『日常への強制』など。 

谷川俊太郎、大岡信など。 

12. 現在の詩について１ 

13. 現在の詩について２ 

14. まとめ。【レポート提出＝学期末のレポートを授業の際に提出する。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に、必要があれば Blackboard 上で履修者に対しておこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/授業内に指示した提出物等(20%) 

最終レポート(学期末のレポート)が提出されない場合、単位は取得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 編者・蜂飼耳、2013、『おとなになるまでに読みたい１５歳の詩➂なやむ』、ゆまに書房 

2. 編者・蜂飼耳、2017、『おとなになるまでに読みたい１５歳の詩⑥わらう』、ゆまに書房 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU313／文学講義 ４１３ 

(Lectures on Literature 413) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
虎井 まさ衛(TORAI MASAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的・文化的「性」であるジェンダーが生活の細部に宿るという気付きを始点とし，性の多様性，人間の多様性について考えを

拡げる機会を提供する。 

 

Starting with the realization that gender, which is a social and cultural construct, dwells in the fine details of life, we will provide 

students with an opportunity to expand their thinking on gender diversity and human diversity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は実際に女から男に性転換し，戸籍上も男になった者で，肉体だけではなくジェンダーそのものも移行する体験をした。女で

あった時と男になった時，社会の眼はどう変わったか。女の世界と男の世界はどう違い，どう同じなのか。毎回が性別についての

希有な体験授業であるような講義にしていきたい。 

 

This course’s lecturer is actually someone who changed his sex from female to male and became male on official Japanese 

census records (in the family register). Therefore, he has experienced not only a physical transition, but also the transition of 

gender itself. How did he change in the eyes of society from when he was a woman to when he became a man? What are the 

differences between a man's world and a woman’s world and which aspects are the same? The intention is for each lecture to 

be a rare experience-based lesson about gender. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多様な性ついて  

2. 性別の習得について  

3. 性別違和感について  

4. 性の変更について  

5. 社会がつくる性について  

6. 宗教と性的少数者について 

7. ＤＶについて／前半の補足 

8. 法的性別について  

9. 性別変更特例法について  

10. 特例法要件から外れる当事者について 

11. 性同一性障害の現状について  

12. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（１） 

13. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（２） 

14. 今後の課題と展望について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本はテキストの精読。参考文献，色々な媒体の作品や資料については毎回紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

コメントカード上の成りすまし，私語には特に厳しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 針間克己他、2011、『性同一性障害って何？』増補改訂版』、緑風出版 (ISBN:9784846111014) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南野智恵子他、2013、『性同一性害の医療と法』、メディカ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU314／文学講義 ４１４ 

(Lectures on Literature 414) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
広告文芸論 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「清順の前に清順なし、清順の後に清順なし」（上野昂志）――、一昨年、93 歳で世を去った後もなお、国境を軽々と超え、世界映

画に大きな影響を与え続ける映画監督・鈴木清順（1923～2017）。「撮ることによる映画の発明」（蓮實重彦）を実践し続けた＜清

順映画＞の尽きせぬ魅力と可能性は、どこから生まれるものなのだろうか？ その主要作の緻密な検討を通して、魅惑の核心を

再発見していき、現代日本映画のひとつの巨きな「起源」としてある、奇蹟的で貴重極まりない映像世界の成り立ちを学んでいく。 

 

“No Seijun before Seijun, no Seijun after Seijun” (Koshi Ueno). Movie director Seijun Suzuki (1923-2017) even after passing 

away the year before last aged 93, still continues to effortlessly cross boundaries and make a profound difference to world 

cinema. Where does the endless appeal and potential of ‘Seijun movies’, that continued to practice the art of “creating a movie 

by shooting a film” (Shigehiko Hasumi), come from? Through detailed consideration of his feature films, we will rediscover what 

is at the very core of this captivating charm and learn about the makeup of this miraculous and extremely valuable world of 

video, which is a huge source of modern Japanese cinema. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1956 年春、『勝利をわが手に―港の乾杯―』で監督デビューして以来半世紀、遺作となった『オペレッタ狸御殿』（2005）まで、独

創に満ちた映像世界の構築で、世界の映画ファンを魅了し続けてきた天才監督・鈴木清順。松竹大船撮影所で助監督として多く

を学び、劇映画デビューした日活における 40 本の長編映画の演出で、華麗な＜清順ワールド＞を見事に開花させた彼は、『悲

愁物語』（1977）以後の「独立映画」期にも、『ツィゴイネルワイゼン』（1980）『陽炎座』（1981）『夢二』（1991）の＜大正三部作＞をは

じめとする挑発的な作品群で、国内のみならず、ジム・ジャームッシュ、ウォン・カーウァイ、クエンティン・タランティーノら世界の名

だたる映画人らに多大なインパクトを与え続けてきた。「オンリーワンで過激であれ」（大森一樹）と教え続ける＜清順映画＞の圧

倒的な魅惑の生成の秘密を、本講義では探ってみたい。清順映画が、まぎれもなく「現代日本映画」の最も重要な＜起源＞として

ある現在、作品ごとに演じられていく「発明」のドラマを詳細に検討していくことで、その魅力に肉迫していく。 

 

From making his debut as a producer in the spring of 1956 with “Harbour Toast: Victory Is in Our Grasp” to “Princess Raccoon” 

(2005), the film that became his posthumous work half a century later, genius director Seijun Suzuki has constructed a world of 

video filled with original creativity and continued to amaze movie fans across the globe. Having learned a great deal as an 

assistant director at the Shochiku Ofuna Studio, he directed 40 feature-length movies at Nikkatsu, who moved into film drama 

production for the first time, and brilliantly developed his splendid “Seijun World”. Even during his independent movie period, 

after “A Tale of Sorrow and Sadness” (1977), he continued to have a significant impact on famous people in the world of film, 

not only in Japan but throughout the world, including Jim Jarmusch, Wong Kar-wai and Quentin Tarantino, with among others 

the provocative “Taisho Trilogy” group of films, which is made up of “Zigeunerweisen” (1980), “Heat Shimmer Theater” (1981) 

and “Yumeji” (1991). In this lecture we will explore the secrets of his overwhelmingly fascinating creations, which continue to 

teach us to “be the only one, be radical” (Kazuki Ōmori). At the present time Seijun movies are undoubtedly extremely 

important sources of modern Japanese cinema. By closely studying the ‘inventive’ drama enacted in each film, we will move 

within close range of their captivating charm. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 鈴木清順、現代日本映画の＜起源＞として――はじめに 

2. 清順映画における「初期」をめぐって 

3. 『野獣の青春』 

4. 『悪太郎』連作 

5. 『関東無宿』 

6. 野川由美子の三本 

7. 『刺青一代』と『東京流れ者』 

8. 『けんかえれじい』 

9. 『殺しの烙印』 

10. 「大正三部作」をめぐって（上） 

11. 「大正三部作」をめぐって（下） 

12. 『カポネ大いに泣く』 
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13. 晩年の二本――『ピストルオペラ』と『オペレッタ狸御殿』 

14. 鈴木清順とは何者か――まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(30%) 

なお、3 回以上欠席の場合は単位修得不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木清順ほか、2017、『ユリイカ 2017 年 5 月号「追悼・鈴木清順」』、青土社 

2. 鈴木清順、2003、『けんかえれじい』、日本図書センター 

 

参考文献（Readings） 

1. アンドレ・バザン、2015、『映画とは何か（上・下）』、岩波文庫 

2. 本多晃子・八幡薫、2018、『そんなことはもう忘れたよ――鈴木清順閑話集』、スペースシャワーネットワーク 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４１７ 

(Lectures on Literature 417) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代歌謡論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 敦(SASAKI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本のポピュラー音楽＝Ｊポップの特異性を理解することで、日本文化と日本社会に対する新たな視座を獲得する。 

 

Acquire a new perspective on Japanese culture and society by understanding the specific properties of Japanese popular 

music, or J-pop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおよそ半世紀に及ぶ「Ｊポップ」の歴史を通覧し、日本のポピュラー音楽の未来について考える。 

 

Looking over the history of J-pop spanning roughly half a century, we will think about the future of Japanese popular music. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション この講義の基本コンセプトについて ２０１９年のＪポップ 

2. はっぴいえんどの時代その１（70 年代） 

3. はっぴいえんどの時代その２（70 年代） 

4. イエローマジックオーケストラの時代その１（80 年代） 

5. イエローマジックオーケストラの時代その２（80 年代） 

6. 「Ｊポップ」の誕生と「渋谷系」の時代その１（90 年代） 

7. 「Ｊポップ」の誕生と「渋谷系」の時代その２（90 年代） 

8. 小室と安室の時代その１（90 年代） 

9. 小室と安室の時代その２（90 年代） 

10. 中田ヤスタカの時代その１（ゼロ年代） 

11. 中田ヤスタカの時代その２（ゼロ年代） 

12. ◯◯の時代？（テン年代その１） 

13. ◯◯の時代？（テン年代その２） 

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） 

毎回多くの音楽を聴き、授業に備えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席態度(30%)/リアクションペーパーの内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木敦、2014、『ニッポンの音楽』、講談社 (ISBN:4062882965) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU318／哲学講義 １ 

(Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イメージじたいに内在する思考について考えること。 

 

We think about the underlying thoughts behind the images our minds create. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの哲学者ジル・ドゥルーズ『シネマ』（第 1巻 1983 年、第２巻 1985 年）は、映画論ともいえず、哲学書ともいえないが、し

かし、厳密にそのどちらでもあるような、きわめて不思議な本である。そのなかには、映画ばかりでなく、小説を考えてゆくうえでの

ヒントもあり、哲学もあり、また現代の世界を考える手がかりも無数に含まれている。本講義では、ドゥルーズ『シネマ』を読みなが

ら、主に哲学と映画について、より一般的に言うなら、思考とイメージについて、そして身体について、政治について考えてゆき、

映画の断片も見ることにしたい。また、適宜、ドゥルーズの他の著作（とりわけイメージ論）や、他の著者の著作、他のジャンルに

話を広げてゆく。 

 

“Cinéma” (two volumes published in 1983 and 1985) by French philosopher Gilles Deleuze cannot be described as film theory or 

a book on philosophy, but it is a highly curious book that strictly speaking includes content from both of these fields. The book 

is not all about movies and includes hints for when considering novels, some philosophy, and also countless clues for thinking 

about the world of today. In this lecture, while reading “Cinéma” by Deleuze, we will mainly think about philosophy and cinema, 

but more generally speaking we will consider thinking and how we visualize things. Other topics covered will include the physical 

body and politics. Also, we will watch movie clips. Furthermore, where appropriate we will broaden topics of discussion to 

include other works by Deleuze (largely imagery theory), literary works by other authors and other genres. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映画とベルクソン――イメージとは何か？ 

3. モンタージュ 

4. 知覚と歪んだ空間 

5. 感情と顔、そして顔以下のもの 

6. ヒッチコックの偉大 

7. 戦前／戦後――筋立ての崩壊？ 

8. 身体という岩石 

9. 脳への衝撃――神経系 

10. 映画、光、信仰 

11. 映像と音楽、ノイズと声 

12. 映画の夢、革命の夢 

13. イメージの砂漠 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本をたくさん読み、映画をたくさん見ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 1857 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU319／哲学講義 ２ 

(Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東洋哲学は，西洋とは異なるどのような問いに導かれていたのか，そこにどのような新たな可能性を読み取れるのか。こうした点

を理解し，また自力で考察する視座を得ること。 

 

What kind of line of questioning guided the progress of eastern philosophy and differs from the West? Also, what kind of new 

potential can be derived from this questioning? Understand these points and also autonomously develop the outlook required to 

study them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

倫理とはまず第一に人と人との関係をめぐるものであるが，それをいかに規定するかは中国思想の一貫した問題関心であった。

中国倫理思想の特質を究明することは，現代の倫理的思考の主流を占める西洋的な倫理思想を相対化し，必要とあれば修正す

るための手がかりを与えてくれるだろう。今学期の講義では、「人ならぬもの」をめぐる思考の側から中国思想における人の規定

を逆照射し，人と人との倫理を多角的に再考するための視野を獲得する。 

 

Ethics primarily deals with how people relate to each other. Yet how this should be regulated was an issue that consistently 

concerned Chinese thought. The process of investigating the characteristics of Chinese thought on ethics will relativize western 

ethical thought that is mainstream in contemporary ethical thinking, and if necessary, will surely provide clues to how to make 

changes. In this semester’s lectures, we will shed light on regulations for people in Chinese thinking in a back-to-front manner 

by 

considering the thoughts about hitonaranumono (literal translation: non-human entities) , that is the title of the designated 

textbook. Through this 

process we will acquire the necessary perspective to reconsider the ethics of how people relate to each other from various 

angles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 総説：人ならぬものと文 

3. 鬼について（１） 

4. 鬼について（２） 

5. 鬼について（３） 

6. 鬼について（４） 

7. 禽獣について（１） 

8. 禽獣について（２） 

9. 禽獣について（３） 

10. 禽獣について（４） 

11. 石について（１） 

12. 石について（２） 

13. 石について（３） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書もしくは配付資料の指定箇所を必ず予習し、質問事項や意見を用意して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード（口頭発言内容も加算）(30%) 

コメントカードは出席確認を兼ねる。単位修得には 75%以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 廣瀬玲子・本間次彦・土屋昌明、2015 年、『人ならぬもの――鬼・禽獣・石』、法政大学出版局 (ISBN:9784588100321) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

その他は適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU321／哲学講義 ４ 

(Lectures on Philosophy 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術論 2 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 Ｊ．(IGARASHI JANNU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧石器時代から 16 世紀までの西洋美術の展開を概観し、各時代の社会、経済、文化的背景に関する知識を得て、美術作品の

解説ができるようになることを目指す。 

 

The aim is to become able to interpret pieces of art, by outlining the development of western art from the Paleolithic period up 

until the sixteenth century and acquiring knowledge on each period’s society, economy and cultural background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

先史時代から近世までの地中海周辺の諸国、中近東、ヨーロッパの美術に数多く触れ、西洋美術に親しむ。地理的環境、各時代

の社会、経済、文化的背景を踏まえながら、各美術作品が制作された目的、背景、表現内容、様式の特徴を学ぶ。 

 

We will touch on many pieces of art produced from prehistoric times to recent times in the countries around the Mediterranean 

Sea, the Middle East and Europe, thus developing familiarity with western art. Taking into account the geographical environment 

and each period’s society, economy and cultural background, we will learn for each piece of art the aim behind its creation, its 

background, its expressive content and its style. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋美術史の様式と美術のはじまり：旧石器時代、中石器時代、新石器時代 

2. 古代エジプト文明：ピラミッド、壁画、彫刻 

3. 古代メソポタミア文明：ジグラッド、戦勝記念碑、ハンムラビ法典 

4. 古代エーゲ海文明：キュクラデス諸島、クレタ島、クノッソス宮殿 

5. 古代ギリシャ美術：パルテノン神殿、陶器、彫刻 

6. 古代ローマ美術：コロセウム、ポンペイ、トラヤヌス記念柱 

7. 初期キリスト教美術、ケルト美術、ゲルマン美術、ビザンチン美術 

8. ロマネスク美術：半円形アーチ、彫刻、巡礼路 

9. ゴシック美術：大聖堂、尖頭アーチ、ステンドグラス 

10. 初期ルネサンス：ブルネレスキ、マサッチオ、マンテーニャ 

11. 盛期ルネサンス：レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ 

12. 北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク、デューラー、ブリューゲル 

13. マニエリスム、ヴェネツィア派：ポントルモ、ジョルジョーネ、ティツィアーノ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

西洋美術の特別展示や常設展示を鑑賞する。その他、授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席態度(30%)/報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業プリントのモノクロバージョンは授業前に毎回配布します。授業プリントのカラーバージョンは blackboardにてアップロードし

ておきます。 

 

参考文献（Readings） 

1. H.W.ジャンソン、アンソニー・F.ジャンソン、2001、『西洋美術の歴史』、創元社 (ISBN-10: 4422700073) 

2. E.H.ゴンブリッジ、2002、『美術の物語』、美術出版社 (ISBN-10: 9784568400649) 

3. 高階秀爾、2007、『西洋美術史』、ファイドン (ISBN-10: 4902593556) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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上野・国立西洋美術館（常設展示：１４世紀〜２０世紀の西洋美術の展示） 

http://www.nmwa.go.jp/jp/index.html 

 

池袋・古代オリエント博物館（エジプト、メソポタミア、イラン、シリアの古代美術の展示） 

http://aom-tokyo.com 

 

武蔵境・中近東文化センター（イラン・イラク・シリア・トルコ・エジプトの古代美術の展示） 

http://www.meccj.or.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AU322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU322／哲学講義 ５ 

(Lectures on Philosophy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学者エーリヒ・フロム（1900-80）の著作を読み、その鍵概念である「自由」「服従」「愛」「生産的」「持つ／在る」などを理

解し、それらを援用・批判して自分自身と現代社会について思索できるようになること。 

 

Read written works by social psychologist Erich Fromm (1900-1980) and understand key concepts such as freedom, conformity, 

love, being productive, and the ideas to have or to be. Become able to support or criticize Fromm’s concepts and contemplate 

one's own self and modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、『自由からの逃走』や『愛するということ』で知られるフロムの著作を通して、学生が単に知識を増やすのではなく、自

ら考えてアウトプットしていく、社会心理学および哲学入門となる。各授業は毎回、前半・後半に分かれる。前半は、学生からのコ

メントメールを紹介し、それに対して講師からコメントや補足説明をする「擬似ワークショップ」形式。授業の後半は、以下の「授業

計画」にそって（学生からのフィードバックによって変更もありうる）、講師がフロムの思想や概念を（できるだけ平易に）紹介、解説

する。 

 

This class is an introduction to social psychology and philosophy. Through written works by Fromm, who is known for books 

such as Escape from Freedom and The Art of Loving, students will not merely increase their knowledge, but also think for 

themselves and produce work based on their opinions. Every time classes will be split into a first half and a second half. In the 

first half, the lecturer will present comment emails written by students and in a ‘mock workshop’ format comment on them and 

provide supplementary explanation. In the second half, the lecturer will introduce Fromm’s thinking and concepts (as simply as 

possible) in accordance with the lesson plan below (this plan may change based on student feedback). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・人物について 

2. 自由からの逃走（１） 自由と個人の解放 

3. 自由からの逃走（２） 宗教改革時代の自由 

4. 自由からの逃走（３） 中産階級の不安と近代人の自由 

5. 自由からの逃走（４） 逃避のメカニズム 

6. 人間における自由（１） 人道主義的倫理 

7. 人間における自由（２） 人間のパーソナリティ 

8. 人間における自由（３） 生産的・非生産的「構え」 

9. 人間における自由（４） 道徳的能力 

10. 愛するということ（１） 技術としての愛 

11. 愛するということ（２） 親の愛・性的愛 

12. 愛するということ（３） 同胞愛・自己愛・神への愛 

13. 生きるということ（１） 持つことと在ること 

14. 生きるということ（２） 新しい人間、新しい社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／各テキスト指定箇所を事前に読んでおく。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋客観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントメール(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 
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参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU323／哲学講義 ６ 

(Lectures on Philosophy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 2 

担当者名 

（Instructor） 

佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

齋藤 元紀(SAITO MOTOKI) 

小平 健太(KODAIRA KENTA) 

鈴木 信一(SUZUKI SHINICHI) 

猪口 純(INOGUCHI JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、西洋哲学思想の現代的トピックをいくつか取り上げ、その内容を理解し、自分の表現力形成のひとつの基礎とする

ことを目標とする。現代思想の基本を身につける。 

 

In this lecture we will cover several contemporary topics in western philosophical thinking and aim to understand the content as 

a basic foundation for forming the capacity to express oneself. Learn the basics of modern thought. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は 5 名の担当者の専門性を生かすと同時に、各思想の特質を教員同士の質疑をも通じて明らかにし、学生諸君の問題

意識喚起に資することを目指す。佐々木が全体を統括して、全講義の流れを作る。齋藤が「ハイデガーと現代思想」と題して、ハ

イデガー哲学に端を発する現代思想一般の特質を、哲学史上の現代哲学の位置づけをも概観しつつ、解き明かす。それを受け

て小平が「解釈学」の特質とその射程の大きさについて講義を行う。さらに、鈴木から「オートポイエーシス理論」の特質とその応

用の実際について講義が行われる。最後に猪口から「プラグマティズム哲学」の多様な展開可能性について講義が行われる。最

後に齋藤と佐々木が対談を行い、現代思想の特質とその応用可能性について学生諸君と一緒に確認する。 

 

In this lecture five teachers will utilize their expertise and make the characteristics of each way of thinking clear, also questions 

between the teachers will be used. The aim is to contribute by evoking within you students’ interest in, and awareness of, the 

issues. Lecturer Sasaki will take the overall lead and determine the structure of all lectures. Lecturer Saito will cover a section 

entitled “Heidegger and modern thought” and explain the general characteristics of modern thought, which has its roots in 

Heidegger’s philosophy, while also outlining the placement of modern philosophy within the history of philosophy. This will be 

followed by lecturer Kodaira explaining the features of “Hermeneutics” and the extent of the range they cover. Furthermore, 

lecturer Suzuki will provide explanation of the characteristics of “Autopoiesis Theory” and its practical application. Lastly, 

lecturer Inoguchi will explain the varied development potential of “Pragmatism Philosophy”. At the very end Lecturer Saito and 

Lecturer Sasaki will have a conversation and together with you students check the features and potential application of modern 

thought. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：現代思想とはのようなものか(齋藤元紀・佐々木一也) 

2. ハイデガーと現代思想(1)(齋藤元紀・佐々木一也) 

3. ハイデガーと現代思想(2)(齋藤元紀・佐々木一也) 

4. ハイデガーと現代思想(3)(齋藤元紀・佐々木一也) 

5. 解釈学の可能性(1)(小平健太・佐々木一也) 

6. 解釈学の可能性(2)(小平健太・佐々木一也) 

7. 解釈学の可能性(3)(小平健太・佐々木一也) 

8. オートポイエーシス理論とその応用(1)(鈴木信一・佐々木一也) 

9. オートポイエーシス理論とその応用(2)(鈴木信一・佐々木一也) 

10. オートポイエーシス理論とその応用(3)(鈴木信一・佐々木一也) 

11. プラグマティズムの多様な展開(1)(猪口純・佐々木一也) 

12. プラグマティズムの多様な展開(2)(猪口純・佐々木一也) 

13. プラグマティズムの多様な展開(3)(猪口純・佐々木一也) 

14. まとめ・現代思想とはどのようなものだったか(齋藤元紀・佐々木一也) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にブラックボードに掲載される授業関連資料のプリントを必ず読んで、その日の内容を把握してから授業に出席すること。各

テーマ 3 回終了後、2000 字程度の小レポートを 1 週間で書いて提出する。4 回の小レポートがある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート①(20%)/小レポート②(20%)/小レポート③(20%)/小レポート④(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料のプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU324／哲学講義 ７ 

(Lectures on Philosophy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
死生論 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統的な死生観を知ることによって，生と死の問題についてより広い視野から多面的に考えていくことができるようになる

ことを目標とする。 

 

The aim here is that by understanding the traditional Japanese view of life and death, students will become able to consider the 

issue of life and death multilaterally and from a broader perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では生と死，あるいは生者と死者が截然とわけられることはなく，互いに作用しあうものと考えられてきた。例えば，生は擬死

を経ることによって刷新され，充実したものとなるとされ，また，死者は生者のはたらきかけによって新しい境地に至ることができ

ると考えられてきた。本講義では，最初に神道，国学の文献によって生と死がどのようにとらえられているかを把握し，次に「擬死

再生」，「祖先祭祀」について考察することによって生と死の位相を明らかにする。 

 

In Japan it has historically been thought that there is no sharp distinction between life and death, or the living and the dead, and 

that they interact with each other. For example, beliefs include life being reformed and becoming fulfilled through feigning death 

and that the deceased can reach a new place or state based on the approaches taken by the living. In this lecture, students will 

acquire understanding of how life and death are perceived by Shintoism and the study of ancient Japanese literature and 

culture. Next, we will elucidate the coherence of life and death by studying the beliefs of “feigning death to reform life” and 

“ancestral ritual”. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序１「生」という言葉について 

2.  ２「死」について 

 ３「伝統的」ということの意味 

3. 本論 

一 神道，及び国学にみる死生観 

 １『古事記』，日本書紀』の死生観 

 （１）神道について 

       ・神の定義  ・神道の定義 

4.     ・神道の根底にある観念 

5. （２）『古事記』，『日本書紀』にみる死生観 

    ・黄泉がえり ・天の岩屋戸 

6.     ・三重の采女  ・気涸れ 

7. ２平田篤胤の死生観 

 予備的知識 ・国学について 

       ・人が神となるということについて 

8. （１）人が死後神となるということの意味 

    ・神となる条件 

    ・神のはたらき 

9. （２）幽冥界のありさま 

 （３）人の在るべき姿 

10. 二 生と死の位相 

１「擬死再生」 

 （１）成人儀礼 

11. （２）羽黒山秋の峰入り  

12. ２死で終わるのではない 

 （１）他界 

  ・三つの他界観 ・大祓 ・この世と他界との接点 

13. （２）死者と生者の相互的はたらきかけ 
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  ・『万葉集』にみる死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・祖先祭祀 

14.   ・死者との再会―モリ供養 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。復習については初回の授業で詳しく説明するが、レポート作成のために、毎回、授業の内容に対する

自分自身の考え、あるいは質問を整理、ないしは展開して、ノートに書き残しておくことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席および受講態度(14%) 

遅刻は認めない。初回に受講心得，評価基準について説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 
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■AU325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU325／哲学概論 １ 

(Introductory Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学とはどのような学問なのか 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AE326「人間と哲学１」と同一科目。重複履修不可。教育学科の学生は AE326 を登録す

ること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学がヨーロッパの思想文化であることを深く知る。その上で、哲学が普遍的に機能することができるための条件を知る。哲学が

多様な内容を歴史的に展開してきたことを知る。哲学の学問文化全体に対する寄与と、人々の社会生活に対する直接的寄与を

知る。自ら哲学的に考え、それを応用して自分の知的関心および実生活に適用する方法を身につける。 

 

Understand in depth that philosophy is Europe’s ideological culture. In addition, learn the conditions that enable philosophy to 

function universally. Understand that philosophy has historically developed a wide variety of content. Learn about services that 

contribute to the overall academic culture of philosophy, and services that directly contribute to the lives of people in society. 

Think philosophically on your own and develop techniques for practically applying this thinking to your intellectual interests and 

real life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学が始まった時の原点を重視する意味で、ギリシャ哲学を比較的詳しく検討する。自然の成り立ちへの関心、存在者一般の成

立原理とそれをロゴス化しようとする発想、ロゴスの対話による真理探究、ロゴスの独自の世界、ロゴスと人間の知的能力との関

係、運命による支配とそれを制御しようとする人間のロゴスとの葛藤、などを見てゆく。その上で、現代人の哲学とのかかわりを自

覚するために 19 世紀から 20 世紀にかけて、ギリシャ哲学の発想がどのように継承されて、ヨーロッパ哲学が展開され続けてい

るのかを検討する。そしてヨーロッパから遠く離れた東アジアで哲学が有効であることを確認する。 

 

To give the starting point from which philosophy began serious consideration we will study Greek philosophy in a relatively 

detailed manner. We will look at topics such as, interest in nature’s origin, general principles for the formation of existing beings 

and ideas that attempt to link these principles to logos, seeking the truth based on dialogue of logos, the unique world of logos, 

the relationship between logos and people’s intellectual ability, control that is down to fate and the conflict that occurs from the 

logos of people trying to regulate this fated control. In addition, in order to gain awareness of the connection modern people 

have to philosophy, we will consider how Greek philosophical ideas have been passed along from the nineteenth to the twentieth 

century, and how European philosophy is continuing to develop. Then confirm that philosophy in East Asia, a long way away 

from Europe, is valid. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学全般の概観 

2. 哲学の原点としての自然哲学 

3. 自然と人間を結びつけるロゴス 

4. ロゴスによる対話の可能性(ソクラテスの活動) 

5. 純粋ロゴスの世界(プラトンのイデア論) 

6. 人間の認識能力におけるロゴス(アリストテレスの経験主義) 

7. 運命に抗うロゴス(ヘレニズム期哲学の倫理思想) 

8. ギリシャ哲学とは何であったか 

9. 近代哲学の開始(デカルトの主体主義) 

10. 啓蒙主義合理思想の光と影 

11. 自然科学のロゴス絶対主義 

12. 実存哲学の反ロゴス主義 

13. ニヒリズムと相対主義(ロゴスの揺らぎ) 

14. 哲学とは何であったか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントは事前に入手できるようにするので、予め読んでくること。毎回リアクションペーパーの提出を求めるが、事前学習の

質により、その内容が左右されるので、予めよく読んで考え、自分なりの聴きたいテーマを持って授業に臨むこと。授業終了後

は、授業で得た哲学の発想を自分の日常生活に映して、授業内容を具体的に追体験しておくこと。最終試験には、その成果が問

われる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU326／哲学概論 ２ 

(Introductory Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
儒教の倫理思想 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生（教育学科を除く）および「教職課程」登録者のみ 

※AE327「人間と哲学 2」（教育学科の学生用）と同一科目。重複履修不可。 

※それ以外の学生は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学とは異なる思想枠組みの存在を認識し，哲学的思考の可能性を広げることができるようになることを目指して，東アジア

世界の伝統思想を代表する儒教の思想構造を理解する。 

 

Recognize the existence of a framework of thought that differs from western philosophy and aiming to become able to expand 

the potential of philosophical thinking, develop understanding of Confucian thought structure, which is a major part of traditional 

thinking in the East Asian world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

儒教の思想構造について，倫理思想にかかわる部分に重点を置いて解説する。教科書を用いて大枠を把握したうえで，その内

容にかかわる具体的な思想テクストの読解を組み合せることにより，立体的な理解を進めていく。 

 

Confucian thought structure will be explained with an emphasis on parts that involve ethical thought. Once we have used the 

textbook to grasp the general framework, we will read specific texts on thought that involves this studied content and promote 

multi-dimensional comprehension by combining understanding gained from reading the various texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 儒教とは何か 

3. 儒教道徳（１）：三綱五常を中心に 

4. 儒教道徳（２）：忠、孝を中心に 

5. 儒教における天の意味（１）：天と宗教性 

6. 儒教における天の意味（２）：死への対処 

7. 儒教思想の基本型 

8. 儒教的人格 

9. 儒教の規範（１）：経書 

10. 儒教の規範（２）：礼を中心に 

11. 儒教の社会観・政治観 

12. 儒教の地域的／時代的変容 

13. 現代における儒教 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard 上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/予習課題(20%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田健次郎、2011 年 2,808円、『儒教入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130506) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 小島毅、2017、『宗教の世界史５ 儒教の歴史』、山川出版社 (ISBN:9784634431355) 
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その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生（教育学科を除く）および「教職課程」登録者のみ 

※AE327「人間と哲学 2」（教育学科の学生用）と同一科目。重複履修不可。 

※それ以外の学生は抽選登録 
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■AU327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU327／現代倫理 

(Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命と環境の倫理−−−−映画を用いて考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生および「教職課程」登録者のみ 

それ以外の学生は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、「生」と「死」そして「自他関係を成り立たせる環境」についての西洋哲学の思索を軸として、論理的な思考の仕方を学

び、自分の考えを論述する仕方を学ぶことを目標とする。 

 

This lecture is centered around western philosophical thoughts on “life and death” and “the environments that makes one’s 

relations to others possible”. We will learn logical thinking techniques and aim to learn methods of stating one’s own opinion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『映画で考える生命環境倫理学』（横地徳弘・吉川孝・池田喬編、2019 年）を教科書として、映画をモチーフに生命倫理および環

境倫理の問題点とは何かを考え、論述する練習をしていく。 

 

Making “Eiga de kangaeru seimeikankyorinrigaku” (Norihiro Yokochi, Takashi Yoshikawa, Takashi Ikeda, 2019; literal English 

translation: Considering bioethics and eco-ethics through film”) our textbook, and with film as the recurring motif in the book, 

we will consider what the problematic points in bioethics and eco-ethics are and practice stating our opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「環境」「生命」そして「倫理」の意味について 

2. 「人間」と「大地」：『2001 年宇宙の旅』から 

3. 「人間の条件」について：アレント『人間の条件』から 

4. 「人間」と「人間的なもの」（１）『私をはなさないで』から 

5. 「人間」と「人間的なもの」（２）AIについての映画と議論 

6. 「人間」と「人間的なもの」（３）：「人間らしさ」の意味について 

7. まとめおよび中間レポート作成概要 

8. 「私」と「住まい」および他者：『この世界の片隅に』から 

9. カタストロフィとそれに向かう時間：『君の名は』から 

10. 核戦争後という虚構の世界：『風の谷のナウシカ』から 

11. カタストロフィに関する議論の補足 

12. 「食べる」ことと倫理：『ソイレント・グリーン』から 

13. 映像表現と哲学的思考の関連について 

14. まとめおよび試験準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習ないし復習として毎回教科書の指定範囲を熟読し、指示があれば映画の該当箇所を視聴して授業の内容をよく考えてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 横地徳弘、吉川孝、池田喬（編）、2019、『映画で考える生命環境倫理学』、勁草書房 

その他の参考文献、テキストは授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生および「教職課程」登録者のみ 

それ以外の学生は抽選登録 
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■AU368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU368／文学講義 ４１８ 

(Lectures on Literature 418) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論 1 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 賢一(ABE 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） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学を形作る「テクスト」の様々なカタチを検証しながら、文学の多様な様態を検討する。 

 

While inspecting the many different forms of ‘text’ that shape literature, we will consider the various aspects that make up this 

discipline. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「テクストのかたち」「テクストと現実」「テクストとテクスト」という３つのテーマを軸として、様々な文学的事象に触れながら、テクスト

の表現可能性の理解を深める。毎回設定したテーマに即した作家、理論家、表現者の実作を複数取り上げ、比較・対照を行う。 

 

Focusing on the three themes of ‘text form’, ‘texts and reality’ and ‘text with text’, we will touch on a variety of literary 

phenomena while developing a deeper understanding of the expressive potential of texts. Each time we will cover multiple works, 

by authors, theorists and other creative individuals, that are in keeping with the set lecture theme. These works will then be 

compared and contrasted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストのかたち：１）「文字」：北園克衛、具象詩、円城塔『文字渦』 

3. テクストのかたち：２）「音」：E.E.カミングス、モルゲンシュテルン、アンリ・ショパン 

4. テクストのかたち：３）「音楽」：ブルース、ラップ、リロイ・ジョーンズ 

5. テクストのかたち：４）「本」というフォルム：パヴィッチ『ハザール事典』、アイヴァス『黄金時代』 

6. テクストと現実：１）リアリズム：ミメーシス、社会主義リアリズム、マジック・リアリズム 

7. テクストと現実：２）現象学：インガルデン、カイザー、ヤウス 

8. テクストと現実：３）夢・下意識：エルヴェ・ド・サン＝ドニ、ボルヘス 

9. テクストと現実：４）幻想文学と神秘主義：ノヴァーリス、ポトツキ、山尾悠子 

10. テクストとテクスト：１）間テクスト性：クリステヴァ、ジーン・リース 

11. テクストとテクスト：２）引用とパロディ：スウィフト、ハシェク 

12. テクストとテクスト：３）翻訳の不可能性：ベンヤミン、エミリー・アプター 

13. テクストとテクスト：４）翻訳の可能性：多和田葉子『献灯使』 

14. まとめ、あるいはテクストのテクスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では限られた作品の断片しか紹介することができないので、授業で言及する作品に適宜自らアプローチすることが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 円城塔、2018、『文字渦 』、新潮社 (ISBN:4103311622) 

2. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社 (ISBN:406293728X) 

3. ミハル・アイヴァス、2014、『黄金時代』、河出書房新社 (ISBN:4309206654) 

4. ミロラド・パヴィチ、2015、『ハザール事典 男性版』、東京創元社 (ISBN:4488070752) 

 

参考文献（Readings） 

1. H.R.ヤウス、2001、『挑発としての文学史』、岩波書店 (ISBN:4006000669) 

2. エミリー・アプター、2018、『翻訳地帯』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766425189) 

3. リンダ・ハッチオン、1993、『パロディの理論』、未来社 (ISBN:4624710606) 
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4. ツヴェタン・トドロフ、1999、『幻想文学論序説』、東京創元社 (ISBN:4488070272) 

5. ミシェル・オクチュリエ、2018、『社会主義リアリズム』、白水社 (ISBN:4560510237) 

6. テリー・イーグルトン、2014、『文学とは何か（上）』、岩波書店 (ISBN:4003720415) 

7. テリー・イーグルトン、2014、『文学とは何か（下）』、岩波書店 (ISBN:4003720423) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生のみ 

文学部生以外は抽選登録 

 

  



 - 1876 - 

■AU369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU369／文学講義 ４１９ 

(Lectures on Literature 419) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論 2 

担当者名 

（Instructor） 
泉 京鹿(IZUMI KYOKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日中間における翻訳小説の意義、フィクションを通じて中国の社会事情、中国人の喜怒哀楽を体感し、理解する。中国社会およ

び中国の人々の思いへの理解を深め、より広く豊かなコミュニケーションの一助とすることを目指す。 

 

Understand the significance of novels translated between Japanese and Chinese, and social circumstances in China as seen 

through works of fiction. Also, get a sense of the feelings and emotions Chinese people experience. Consolidate understanding 

of Chinese society and the thinking of Chinese people, and aim for this to contribute toward deeper, more productive 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、驚異的な経済成長を遂げた中国は、GDPで日本を抜き、アメリカに次ぐ世界第二位となり、様々な分野で世界における存

在感が高まっている。日本国内にいても、中国語を耳にしたり目にしたり、中国の人々と接する機会はもはや決して珍しいことで

はなく、多くの人にとって日常ともなりつつある。 

その中国の人々はいったいどんな本を読んでいるのだろうか。なかでも、中国の人々が好んで読むフィクションに注目し、中国の

ベストセラー小説、および日本語に翻訳された中国の小説を具体的にとりあげ、「なぜその本が読まれるのか」という現実の社会

事情に思いをめぐらせる。また中国のベストセラー作家について、中国人作家の目から見た日本や世界について、作品とその発

言などを手がかりに、作品やその背景を読み解くことを目指す。 

同時に、数々の日本の小説が中国語に翻訳され、中国の人々に広く読まれていることの意味も考える。村上春樹、東野圭吾など

の作品が長年、大ベストセラーとなっていることはすでに知られているが、純文学、エンターテインメント、児童文学、ライトノベル、

ファンタジー、現代小説、歴史小説、推理小説……ジャンルを問わず、芥川賞や直木賞受賞作をはじめとする話題の近刊本も

次々に中国語に翻訳、出版され、さらには夏目漱石や芥川龍之介、太宰治など近代文学作家の作品もまた世代を超えて読ま

れ、少なからぬ作品がベストセラー、ロングセラーとなっている。そういった日本の小説の翻訳が中国でどのように読まれている

かということもあわせて見ていき、文学作品の翻訳の意義について考える。 

 

In recent years China, having achieved astounding economic growth, has overtaken Japan in terms of GDP to become second in 

the world after America, and China’s world presence is increasing in many different fields. Even when in Japan, hearing or seeing 

Chinese being spoken and having the opportunity to interact with Chinese people is not exactly rare anymore. For many people 

it is even becoming a normal part of life. 

Exactly what kind of books are those Chinese people reading I wonder? Specifically, we will focus on the fiction that Chinese 

people are fond of reading; Chinese best-selling novels; and Chinese novels that have been translated into Japanese. We will 

consider the true social circumstances behind why people read these books. Also, considering best-selling Chinese authors and 

the view of Japan or the world through the eyes of these Chinese writers, we will aim to read and understand their works and 

the backgrounds behind the pieces, taking clues from their pieces of work and written remarks. 

Meanwhile, numerous Japanese novels have been translated into Chinese, so we will also consider the significance of this and 

the fact that they are widely read among Chinese people. Although it is already known that authors such as Haruki Murakami 

and Keigo Higashino have been top best-selling authors for many years, whether it be pure literature, entertainment, children's 

literature, light novel, fantasy, modern fiction, historical novel, or mystery novel, one after another Japanese novels, including 

Akutagawa and Naoki Prize winners and much-discussed recently published books, are being translated into Chinese and 

published. In addition, works by writers of modern literature such as Soseki Natsume, Ryunosuke Akutagawa and Osamu Dazai 

are also being read from one generation to the next and quite a few Japanese literary works are becoming best-selling and 

long-selling books. We will also look at how these types of translated Japanese novels are read in China and think about the 

significance of translated literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 最新事情も取り入れるため、授業計画の内容および順序は適宜変更、調整する。 

第１回  オリエンテーション（本講義の目的と概要） 

2. 第２回  小説を翻訳するということ 

3. 第３回  中国で読まれている日本の小説１ 

4. 第４回  日本語訳されている中国の小説１ 
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5. 第 5 回    中国のベストセラー１ 

6. 第６回  中国で読まれている日本の小説 2 

7. 第７回  日本語訳されている中国の小説 2 

8. 第８回  中国のベストセラー2 

9. 第９回  中国で読まれている日本の小説 3 

10. 第１０回 日本語訳されている中国の小説 3 

11. 第１１回 中国のベストセラー3 

12. 第１２回 翻訳出版をめぐる課題 

13. 第１３回 いま中国の何を読むべきか／日本の何を読んでもらいたいかを考える。 

14. 第１４回 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加、発言(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 九把刀・著／阿井幸作・泉京鹿・訳『、『あの頃、君を追いかけた』、講談社 

2. 陳浩基・著／天野健太郎・訳、『１３・６７』、文藝春秋 

3. 閻連科・著／泉京鹿・訳、『炸裂志』、河出書房新社 

その他、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は授業の前に、 

『朝日新聞 GLOBE＋』 https://globe.asahi.com 

〔トップページ→連載→Bestsellers 世界の書店から〕 

に目を通しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０１ 

(Lectures on Literature 401) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と政治・社会との関わりを学ぶことを通じて、主体的かつ批判的な思考を身につける。  

 

Through learning about the connection between literature and politics/society, develop independent and critical thinking.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と国家・権力との関係、文学に対する弾圧・規制、言論出版の自由や表現の自由について、近現代の日本文学を中心に考

察する。テーマは文学だが、政治制度や法律等への言及が非常に多くなる。 

 

Centering on modern Japanese literature, we will study the relationship between literature and the state/authority; 

oppression/regulation of literature; and freedom of speech, press and expression. Although the class theme is literature, 

references to political systems and laws become highly numerous. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス  

第 1 回レポート課題提示 

2. 政治・国家・権力 

3. 文学と政治       

第 1 回レポート提出日 

4. 文学に対する規制１（江戸編）  

5. 文学に対する規制２（戦前編）  

第 1 回レポートに対する講評・書き方指導 

6. 文学に対する規制３（占領期編） 

7. 文学に対する規制４（戦後編） 

8. 文学と司法１    

中間レポート提出日 

9. 文学と司法２     

中間レポートに対する講評・書き方指導 

10. 文学と司法３ 

11. 表現の規制１ 「禁止」される表現 

12. 表現の規制２ 自粛・自己規制 

13. 講義全体のまとめ   

テストに向けてのアドバイス 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 回のレポート提出があり、未提出者にはテスト受験を認めない。授業計画の欄にレポート提出日が記載されている。第１回目は

新学期早々なので、あらかじめ準備をしておくとよい。参考文献欄にある本を読むことが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/第一回レポート(30%)/中間レポート(30%) 

第 1 回レポートと中間レポート未提出者には最終テスト受験を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。参考文献は授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『ヰタセクスアリス』 
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2. 永井荷風、『歓楽』 

3. 江戸川乱歩、『芋虫』 

作品の出版社は問わない。その他の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記テストは、持ち込み不可で長文を書かせる。日本語として読むに堪える文章が書けることを受講者に要請する。出席は成績

評価に加えないが、授業に出席しないで書けるような容易なテスト問題は作成しないので、そのつもりで。配布資料は最小限で、

基本は板書、ノートをきちんととる必要がある。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０２ 

(Lectures on Literature 402) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。 

また日本にも定着し、幅広くポピュラー・カルチャーから初等教育の場においてまで取り入れられている。ここでは、ヒップホップと

いう装置がいかに日本で働いたか、日本のヒップホップがいかに新しい言語を獲得したかを探る。 

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? 

Also, having become popular even in Japan, it is now widely incorporated into areas ranging from popular culture to elementary 

education. Here we will explore how hip hop as a mechanism operated in Japan and how Japanese hip hop acquired new 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル文化対ローカル文化という図式を越えて、テキスト、映像、音源などを材料に「日本」の「ヒップホップ」とは何かを探り

理解する。以下の授業計画は予告なしに変更有。 

 

Going beyond viewing hip hop from the global vs local culture perspective, we will use materials such as text, video and sound 

sources to explore and understand what Japanese hip hop is. The lesson plan below is subject to change without prior notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本の」ヒップホップとは何か？ 

2. ヒップホップとは何か 

3. ブレイクビーツと DJ  

4. 日本にどのようにヒップホップが伝わったか？ 

5. メディアのうえでのヒップホップ 

6. 日本のポピュラー文化史のなかでーー原宿文化としてのヒップホップ 

7. リリック／サウンド解析 黒人性の解釈 

8. リリック／サウンド解析 リリック／ライム／フロウ／デリヴァリー 

9. リリック／サウンド解析 J-ポップとしてのヒップホップ 

10. リリック／サウンド解析 J—ポップたらんとするヒップホップ 

11. 日本の DJ カルチャー (1)  

12. 日本の DJ カルチャー (2)  

13. グローバルとローカル 

14. 「日本」の「ヒップホップ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習と復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業への積極的な参加(30%)/リアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度配布 
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参考文献（Readings） 

その都度配布 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://realsound.jp/2017/01/post-11172.html 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０５ 

(Lectures on Literature 405) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 1 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と文化やアートの接点について、さまざまな切り口から考察し、理解を深める。社会におけるその位置づけを認識する。 

 

In order to deepen our understanding, we will consider from many different angles the points of contact between people and 

culture or art. We will also be aware of their respective places in society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間と文化やアートは、どのようにして出会うのだろうか。そして、それは何をもたらすのだろうか。ここでは、“見る”まなざしをめ

ぐって、文化装置、複製技術、アート、プロダクト、イベントの切り口から考察する。 

 

How do people meet culture or art? Also, what does this encounter bring about? Here, by looking specifically at how we view 

things, we will study the perspectives of cultural devices, reproduction techniques, art, products and events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 社会と文化やアートの接点 思想家の見解を参照しながら 

2. 文化装置（1）ミュージアム 展示は何をもたらしたか 

3. 文化装置（2）ミュージアム 見る欲望 

4. 文化装置（3）百貨店 ビジネスモデルの構築と文化発信 

5. 複製技術（1）写真① 写真の発明によるパラダイム・シフト 

6. 複製技術（2）写真② 写真独自の表現とは 

7. 複製技術（3）映画 映画の発明によるパラダイム・シフト 

8. 複製技術（4）映像 ヴァーチャル・リアリティ 新たな映像技術 

9. アート(1) マス・コミュニケーション時代を見据えたアート 

10. アート(2) コンセプチュァル・アート ミュージアムを超えて 

11. プロダクト キッチュ論 

12. イベント(1) ビエンナーレ トリエンナーレ アートとまちおこし 

13. イベント(2) メディア・イベント 

14. まとめ クリエイティブ・クラス 文化産業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既に知っている文化装置、日常利用している複製技術やプロダクト、これまで出会ったアート、参加したことのあるイベントなど、

自己の経験を振り返りながら、文化およびアートの出会いが、何をもたらしたのかについて考えてみる。新たな文化施設やアート

を見つけて、検討してみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席、コメントペーパー、授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献表を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

コメントペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０６ 

(Lectures on Literature 406) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 2 

担当者名 

（Instructor） 
三吉 美加(MIYOSHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国の黒人・ラティーノ・カリブ系集団の文化表象：歴史的社会的な考察 

 

Cultural representation of African American, Latino and Caribbean groups in the U.S.: A historical and social study 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、米国のアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、カリブ系のコミュニティを検討し、彼らの文化表象を歴史、社会、文化の関

係性からみていく。また、人種、エスニシティ、ジェンダー、セクシャリティなどの視点から各集団を多角的に考察する。文化表象は

音楽、ダンス、アート、ファッションなどを含む。 

 

In this lesson we will consider the communities of African American, Latino and Caribbean peoples in the U.S. and look at their 

cultural representation through the relationships between history, society and culture. Also, we will consider each group from 

several perspectives, including the viewpoints of race, ethnicity, gender, sexuality, etc. Cultural representation includes music, 

dance, art, fashion, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国とカリブ海社会の概要 １ 

2. 米国とカリブ海社会の概要 ２ 

3. 生活経験とリズム、ことば、ポエトリー 

4. アフリカ系アメリカ人のコミュニティ：黒人らしさとは？ 

5. JAZZから Soul Music まで １ 

6. JAZZから Soul Music まで ２ 

7. メキシコ系コミュニティ１ 

8. メキシコ系コミュニティ２ 

9. プエルトリコ系コミュニティ 

10. ニューヨーク市のプエルトリコ系とドミニカ系 

11. マイアミのキューバ系 

12. ニューヨークのドミニカ系コミュニティ 

13. ヒップホップ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(10%)/授業内での積極的態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三吉美加、2014、『米国のラティーノ』、大学教育出版 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 国本伊代編、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 

2. 国本伊代編、2013、『ドミニカ共和国を知るための 60 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４１０ 

(Lectures on Literature 410) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説のさまざまな技法について学び、個々の作品を読む際に、方法論的・批評的な読み方ができるようになることを目指す。 

 

We will learn about various novel writing techniques and read each of the pieces of work with the aim of becoming able to read 

methodologically and critically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな作家たちが、みずからの仕事のやり方（何をどのように書いているのか？）について、あるいは読書体験などに

ついて（何をどのように読んでいるのか？）について、語った・書いた言葉を紹介していく。と同時に、文学研究者や批評家が書い

た文学理論や小説技法論についても紹介する。実践的な観点と理論的な観点の両方から、小説の技法について考察してみた

い。なお、扱う作家の順番が、授業計画通りではなく、前後することもある。 

 

The working styles of various authors from around the world (i.e. what they are writing and how they are writing it?), along with 

topics such as their reading experience (i.e. what they are reading and how they are reading it?), will be introduced using things 

they have written or said. At the same time, literary theories and novel writing theories written by literary researchers or critics 

will also be introduced. We will consider techniques for writing novels from both practical and theoretical perspectives. Please 

note that, the authors may not be covered in the lesson plan order and could be studied earlier or later than stated. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

文学はどのような言葉の体制なのか？ 

2. 大江健三郎の場合（1） 

3. 大江健三郎の場合（2） 

4. 村上春樹の場合 

5. 翻訳と創作の関係について 

6. イーユン・リー、アキール・シャルマについて 

7. V.Sナイポールについて 

8. カリブ海フランス語圏の作家たちについて 

9. マリー・ンディアイについて 

10. クッツェーについて 

11. カズオ・イシグロについて 

12. 新しい書き手たちについて（１） 

13. 新しい書き手たちについて（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考図書を読むこと。 

授業以外の時間に、自分で読むことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、じっくり聞いてみよう！』、岩波書店 

2. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、たっぷり聞いてみよう！』、岩波書店 



 - 1887 - 

3. 大江健三郎、1988、『新しい文学のために』、岩波新書 

4. 村上春樹、2016、『職業としての小説家』、新潮文庫 

5. 小野正嗣、2012、『ヒューマニティーズ 文学』、岩波書店 

6. 小野正嗣、2019、『NHK テキストこころをよむ 歓待する文学』、NHK 出版 

参考図書については、授業中に適宜指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／哲学講義 ５ 

(Lectures on Philosophy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学者エーリヒ・フロム（1900-80）の著作を読み、その鍵概念である「自由」「服従」「愛」「生産的」「持つ／在る」などを理

解し、それらを援用・批判して自分自身と現代社会について思索できるようになること。 

 

Read written works by social psychologist Erich Fromm (1900-1980) and understand key concepts such as freedom, conformity, 

love, being productive, and the ideas to have or to be. Become able to support or criticize Fromm’s concepts and contemplate 

one's own self and modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、『自由からの逃走』や『愛するということ』で知られるフロムの著作を通して、学生が単に知識を増やすのではなく、自

ら考えてアウトプットしていく、社会心理学および哲学入門となる。各授業は毎回、前半・後半に分かれる。前半は、学生からのコ

メントメールを紹介し、それに対して講師からコメントや補足説明をする「擬似ワークショップ」形式。授業の後半は、以下の「授業

計画」にそって（学生からのフィードバックによって変更もありうる）、講師がフロムの思想や概念を（できるだけ平易に）紹介、解説

する。 

 

This class is an introduction to social psychology and philosophy. Through written works by Fromm, who is known for books 

such as Escape from Freedom and The Art of Loving, students will not merely increase their knowledge, but also think for 

themselves and produce work based on their opinions. Every time classes will be split into a first half and a second half. In the 

first half, the lecturer will present comment emails written by students and in a ‘mock workshop’ format comment on them and 

provide supplementary explanation. In the second half, the lecturer will introduce Fromm’s thinking and concepts (as simply as 

possible) in accordance with the lesson plan below (this plan may change based on student feedback). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・人物について 

2. 自由からの逃走（１） 自由と個人の解放 

3. 自由からの逃走（２） 宗教改革時代の自由 

4. 自由からの逃走（３） 中産階級の不安と近代人の自由 

5. 自由からの逃走（４） 逃避のメカニズム 

6. 人間における自由（１） 人道主義的倫理 

7. 人間における自由（２） 人間のパーソナリティ 

8. 人間における自由（３） 生産的・非生産的「構え」 

9. 人間における自由（４） 道徳的能力 

10. 愛するということ（１） 技術としての愛 

11. 愛するということ（２） 親の愛・性的愛 

12. 愛するということ（３） 同胞愛・自己愛・神への愛 

13. 生きるということ（１） 持つことと在ること 

14. 生きるということ（２） 新しい人間、新しい社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／各テキスト指定箇所を事前に読んでおく。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋客観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントメール(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 
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参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／哲学講義 ７ 

(Lectures on Philosophy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
死生論 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統的な死生観を知ることによって，生と死の問題についてより広い視野から多面的に考えていくことができるようになる

ことを目標とする。 

 

The aim here is that by understanding the traditional Japanese view of life and death, students will become able to consider the 

issue of life and death multilaterally and from a broader perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では生と死，あるいは生者と死者が截然とわけられることはなく，互いに作用しあうものと考えられてきた。例えば，生は擬死

を経ることによって刷新され，充実したものとなるとされ，また，死者は生者のはたらきかけによって新しい境地に至ることができ

ると考えられてきた。本講義では，最初に神道，国学の文献によって生と死がどのようにとらえられているかを把握し，次に「擬死

再生」，「祖先祭祀」について考察することによって生と死の位相を明らかにする。 

 

In Japan it has historically been thought that there is no sharp distinction between life and death, or the living and the dead, and 

that they interact with each other. For example, beliefs include life being reformed and becoming fulfilled through feigning death 

and that the deceased can reach a new place or state based on the approaches taken by the living. In this lecture, students will 

acquire understanding of how life and death are perceived by Shintoism and the study of ancient Japanese literature and 

culture. Next, we will elucidate the coherence of life and death by studying the beliefs of “feigning death to reform life” and 

“ancestral ritual”. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序１「生」という言葉について 

2.  ２「死」について 

 ３「伝統的」ということの意味 

3. 本論 

一 神道，及び国学にみる死生観 

 １『古事記』，日本書紀』の死生観 

 （１）神道について 

       ・神の定義  ・神道の定義 

4.     ・神道の根底にある観念 

5. （２）『古事記』，『日本書紀』にみる死生観 

    ・黄泉がえり ・天の岩屋戸 

6.     ・三重の采女  ・気涸れ 

7. ２平田篤胤の死生観 

 予備的知識 ・国学について 

       ・人が神となるということについて 

8. （１）人が死後神となるということの意味 

    ・神となる条件 

    ・神のはたらき 

9. （２）幽冥界のありさま 

 （３）人の在るべき姿 

10. 二 生と死の位相 

１「擬死再生」 

 （１）成人儀礼 

11. （２）羽黒山秋の峰入り  

12. ２死で終わるのではない 

 （１）他界 

  ・三つの他界観 ・大祓 ・この世と他界との接点 

13. （２）死者と生者の相互的はたらきかけ 
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  ・『万葉集』にみる死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・祖先祭祀 

14.   ・死者との再会―モリ供養 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。復習については初回の授業で詳しく説明するが、レポート作成のために、毎回、授業の内容に対する

自分自身の考え、あるいは質問を整理、ないしは展開して、ノートに書き残しておくことが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席および受講態度(14%) 

遅刻は認めない。初回に受講心得，評価基準について説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／哲学概論 ２ 

(Introductory Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
儒教の倫理思想 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

※但し、「教職課程」登録者は科目コード：AU326 で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学とは異なる思想枠組みの存在を認識し，哲学的思考の可能性を広げることができるようになることを目指して，東アジア

世界の伝統思想を代表する儒教の思想構造を理解する。 

 

Recognize the existence of a framework of thought that differs from western philosophy and aiming to become able to expand 

the potential of philosophical thinking, develop understanding of Confucian thought structure, which is a major part of traditional 

thinking in the East Asian world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

儒教の思想構造について，倫理思想にかかわる部分に重点を置いて解説する。教科書を用いて大枠を把握したうえで，その内

容にかかわる具体的な思想テクストの読解を組み合せることにより，立体的な理解を進めていく。 

 

Confucian thought structure will be explained with an emphasis on parts that involve ethical thought. Once we have used the 

textbook to grasp the general framework, we will read specific texts on thought that involves this studied content and promote 

multi-dimensional comprehension by combining understanding gained from reading the various texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 儒教とは何か 

3. 儒教道徳（１）：三綱五常を中心に 

4. 儒教道徳（２）：忠、孝を中心に 

5. 儒教における天の意味（１）：天と宗教性 

6. 儒教における天の意味（２）：死への対処 

7. 儒教思想の基本型 

8. 儒教的人格 

9. 儒教の規範（１）：経書 

10. 儒教の規範（２）：礼を中心に 

11. 儒教の社会観・政治観 

12. 儒教の地域的／時代的変容 

13. 現代における儒教 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard 上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/予習課題(20%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田健次郎、2011 年 2,808円、『儒教入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130506) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 小島毅、2017、『宗教の世界史５ 儒教の歴史』、山川出版社 (ISBN:9784634431355) 
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その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  

※但し、「教職課程」登録者は科目コード：AU326 で登録すること。    
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■AU427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／現代倫理 

(Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命と環境の倫理−−−−映画を用いて考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

※但し、「教職課程」登録者は科目コード：AU327 で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、「生」と「死」そして「自他関係を成り立たせる環境」についての西洋哲学の思索を軸として、論理的な思考の仕方を学

び、自分の考えを論述する仕方を学ぶことを目標とする。 

 

This lecture is centered around western philosophical thoughts on “life and death” and “the environments that makes one’s 

relations to others possible”. We will learn logical thinking techniques and aim to learn methods of stating one’s own opinion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『映画で考える生命環境倫理学』（横地徳弘・吉川孝・池田喬編、2019 年）を教科書として、映画をモチーフに生命倫理および環

境倫理の問題点とは何かを考え、論述する練習をしていく。 

 

Making “Eiga de kangaeru seimeikankyorinrigaku” (Norihiro Yokochi, Takashi Yoshikawa, Takashi Ikeda, 2019; literal English 

translation: Considering bioethics and eco-ethics through film”) our textbook, and with film as the recurring motif in the book, 

we will consider what the problematic points in bioethics and eco-ethics are and practice stating our opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「環境」「生命」そして「倫理」の意味について 

2. 「人間」と「大地」：『2001 年宇宙の旅』から 

3. 「人間の条件」について：アレント『人間の条件』から 

4. 「人間」と「人間的なもの」（１）『私をはなさないで』から 

5. 「人間」と「人間的なもの」（２）AIについての映画と議論 

6. 「人間」と「人間的なもの」（３）：「人間らしさ」の意味について 

7. まとめおよび中間レポート作成概要 

8. 「私」と「住まい」および他者：『この世界の片隅に』から 

9. カタストロフィとそれに向かう時間：『君の名は』から 

10. 核戦争後という虚構の世界：『風の谷のナウシカ』から 

11. カタストロフィに関する議論の補足 

12. 「食べる」ことと倫理：『ソイレント・グリーン』から 

13. 映像表現と哲学的思考の関連について 

14. まとめおよび試験準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習ないし復習として毎回教科書の指定範囲を熟読し、指示があれば映画の該当箇所を視聴して授業の内容をよく考えてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 横地徳弘、吉川孝、池田喬（編）、2019、『映画で考える生命環境倫理学』、勁草書房 

その他の参考文献、テキストは授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

※但し、「教職課程」登録者は科目コード：AU327 で登録すること。          
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■AU468 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４１８ 

(Lectures on Literature 418) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論 1 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 賢一(ABE 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） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学を形作る「テクスト」の様々なカタチを検証しながら、文学の多様な様態を検討する。 

 

While inspecting the many different forms of ‘text’ that shape literature, we will consider the various aspects that make up this 

discipline. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「テクストのかたち」「テクストと現実」「テクストとテクスト」という３つのテーマを軸として、様々な文学的事象に触れながら、テクスト

の表現可能性の理解を深める。毎回設定したテーマに即した作家、理論家、表現者の実作を複数取り上げ、比較・対照を行う。 

 

Focusing on the three themes of ‘text form’, ‘texts and reality’ and ‘text with text’, we will touch on a variety of literary 

phenomena while developing a deeper understanding of the expressive potential of texts. Each time we will cover multiple works, 

by authors, theorists and other creative individuals, that are in keeping with the set lecture theme. These works will then be 

compared and contrasted. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストのかたち：１）「文字」：北園克衛、具象詩、円城塔『文字渦』 

3. テクストのかたち：２）「音」：E.E.カミングス、モルゲンシュテルン、アンリ・ショパン 

4. テクストのかたち：３）「音楽」：ブルース、ラップ、リロイ・ジョーンズ 

5. テクストのかたち：４）「本」というフォルム：パヴィッチ『ハザール事典』、アイヴァス『黄金時代』 

6. テクストと現実：１）リアリズム：ミメーシス、社会主義リアリズム、マジック・リアリズム 

7. テクストと現実：２）現象学：インガルデン、カイザー、ヤウス 

8. テクストと現実：３）夢・下意識：エルヴェ・ド・サン＝ドニ、ボルヘス 

9. テクストと現実：４）幻想文学と神秘主義：ノヴァーリス、ポトツキ、山尾悠子 

10. テクストとテクスト：１）間テクスト性：クリステヴァ、ジーン・リース 

11. テクストとテクスト：２）引用とパロディ：スウィフト、ハシェク 

12. テクストとテクスト：３）翻訳の不可能性：ベンヤミン、エミリー・アプター 

13. テクストとテクスト：４）翻訳の可能性：多和田葉子『献灯使』 

14. まとめ、あるいはテクストのテクスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では限られた作品の断片しか紹介することができないので、授業で言及する作品に適宜自らアプローチすることが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 円城塔、2018、『文字渦 』、新潮社 (ISBN:4103311622) 

2. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社 (ISBN:406293728X) 

3. ミハル・アイヴァス、2014、『黄金時代』、河出書房新社 (ISBN:4309206654) 

4. ミロラド・パヴィチ、2015、『ハザール事典 男性版』、東京創元社 (ISBN:4488070752) 

 

参考文献（Readings） 

1. H.R.ヤウス、2001、『挑発としての文学史』、岩波書店 (ISBN:4006000669) 

2. エミリー・アプター、2018、『翻訳地帯』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766425189) 

3. リンダ・ハッチオン、1993、『パロディの理論』、未来社 (ISBN:4624710606) 
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4. ツヴェタン・トドロフ、1999、『幻想文学論序説』、東京創元社 (ISBN:4488070272) 

5. ミシェル・オクチュリエ、2018、『社会主義リアリズム』、白水社 (ISBN:4560510237) 

6. テリー・イーグルトン、2014、『文学とは何か（上）』、岩波書店 (ISBN:4003720415) 

7. テリー・イーグルトン、2014、『文学とは何か（下）』、岩波書店 (ISBN:4003720423) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名）  
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■AU781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


