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■JB139 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB139．米文学特殊研究 ０Ａ 

(Studies in American Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ラルフ・ウォルド・エマソンの散文と詩 1 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 アメリカン・ルネサンスの先陣を切った文人として、尖鋭的なトランセンデンタリズムを説いたことで知られるラルフ・ウォルド・エ

マソンの散文と詩をクリティカルに読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で実観的な調査を行う技能」を養うとと

もに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

 Through critical reading of the prose and poetry of Ralph Waldo Emerson, the radical writer who led the transcendentalist 

movement in America, students will develop the ability to analyze and integrate content and the skills to conduct accurate and 

objective surveys, and to analyze the merits of his work. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 ラルフ・ウォルド・エマソンは、理性的なユニテリアニズムに飽き足らず、宗教の神秘への回帰を説きました。さらにはあらゆる個

人の中に神性を見いだすという過激な思想を打ち出しました。それは尐数の急進的な信奉者を集めた思想にすぎませんでしたが、

ロマン为義と民为为義の融合にほかなりませんでした。またエマソンはみずから詩人であるとも認めていました。その詩作を『詩

集』と『五月祭』という二つの詩集に集めています。 

 そこで本授業では、代表作『自然』(1836)と『エッセイズ』第一集(1841)を中心にした散文、および第一詩集『詩集』(1846)に集めら

れた詩編を精読し、それらの結びつきを考察しながら、エマソンの文業の多様な特徴を体感します。 

 

 Not satisfied with rational Unitarianism, Ralph Waldo Emerson preached for a return to the mysteries of religion. Furthermore, he 

proposed the radical idea of finding divine nature within every individual. However, this idea only gathered a small number of radical 

believers and became nothing other than a fusion of romanticism and democracy. Moreover, Emerson was a self-professed poet. 

His poetic works are collected in two volumes, the first is simply called Poems and the second is known as May-Day. 

 In this class we will carefully read through prose centered on Emerson‟s outstanding works, Nature (1836), Essays: First Series 

(1841) and his first poetry collection Poems (1846). While studying the links between these works, we will experience the various 

features of Emerson‟s literary achievements. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction 

2. エマソン略伝 

3. Nature Introduction から Chapter V まで 

4. Nature Chapter VI から Chapter VIII まで 

5. "The American Scholar" 

6. "The Divinity School Address" 

7. "Self-Reliance" 

8. "The Over-Soul," "Circles" 

9. "The Sphinx" 

10. "Each and All" 

11. "Uriel" 

12. "The Rhodora," "The Snow-Storm" 

13. "Bacchus," "Concord Hymn" 

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（ 
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プリントを配付します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Joel Porte and Saundra Morris, eds.. 2001. Emerson's Prose and Poetry. Norton (ISBN:0393967921) 

2. Joel Myerson, ed.. 2000. A Historical Guide to Ralph Waldo Emerson. Oxford UP (ISBN:0195120949) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB140 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB140．米文学特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in American Literature 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ラルフ・ウォルド・エマソンの散文と詩 2 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 アメリカン・ルネサンスの先陣を切った文人として、尖鋭的なトランセンデンタリズムを説いたことで知られるラルフ・ウォルド・エ

マソンの散文と詩をクリティカルに読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で実観的な調査を行う技能」を養うとと

もに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

 Through critical reading of the prose and poetry of Ralph Waldo Emerson, the radical writer who led the transcendentalist 

movement in America, students will develop the ability to analyze and integrate content and the skills to conduct accurate and 

objective surveys, and to analyze the merits of his work. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 ラルフ・ウォルド・エマソンは、理性的なユニテリアニズムに飽き足らず、宗教の神秘への回帰を説きました。さらにはあらゆる個

人の中に神性を見いだすという過激な思想を打ち出しました。それは尐数の急進的な信奉者を集めた思想にすぎませんでしたが、

ロマン为義と民为为義の融合にほかなりませんでした。またエマソンはみずから詩人であるとも認めていました。その詩作を『詩

集』と『五月祭』という二つの詩集に集めています。 

 そこで本授業では、『エッセイズ・第二集』(1844)と『代表的人物論』(1850)を中心にした散文と、第二詩集『五月祭その他』(1867)

に集められた詩編を精読し、それらの結びつきを考察しながら、エマソンの文業の多様な特徴を体感します。 

 

 Not satisfied with rational Unitarianism, Ralph Waldo Emerson preached for a return to the mysteries of religion. Furthermore, he 

proposed the radical idea of finding divine nature within every individual. However, this idea only gathered a small number of radical 

believers and became nothing other than a fusion of romanticism and democracy. Moreover, Emerson was a self-professed poet. 

His poetic works are collected in two volumes, the first is simply called Poems and the second is known as May-Day. 

 In this class we will carefully read through prose centered on Essays: Second Series (1844), Representative Men (1850), and his 

second poetry collection May-Day and other pieces (1867). While studying the links between these works, we will experience the 

various features of Emerson‟s literary achievements. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction 

2. エマソン研究史略 

3. "The Poet" 

4. "Experience" 

5. "Politics," "New England Reformers" 

6. "Montaigne; or the Skeptic" 

7. "Shakspeare; or, the Poet" 

8. "Fate" 

9. "Brahma," "Days" "The Chartist's Complaint" 

10. "Sea-Shore" 

11. "Waldeinsamkeit" 

12. "Song of Nature" 

13. "Two Rivers," "Terminus" 

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%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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プリントを配付します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Joel Porte and Saundra Morris, eds.. 2001. Emerson's Prose and Poetry. Norton (ISBN:0393967921) 

2. Joel Myerson, ed.. 2000. A Historical Guide to Ralph Waldo Emerson. Oxford UP (ISBN:0195120949) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB143 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB143．英文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in English Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ヴィクトリア朝の女性小説を読む (1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ヴィクトリア朝前期のイギリスを代表する小説家のひとり、Charlotte Brontë (1816-1855) の代表作 Jane Eyre (1847) を読み、そ

の文学への理解を深めるとともに、女性の自立・結婚・社会的権力および抑圧といった現代のフェミニズムにも通じる諸問題を考

察する。 

 

We will read Jane Eyre (1847), the masterpiece of Charlotte Brontë (1816-1855), who was one of the leading British novelists of 

the early Victorian era. Along with developing understanding of this classic literature, we will consider various issues that lead to 

modern feminism, such as female independence, marriage, social power and oppression. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Jane Eyre のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ブロンテの意図の表れ (あるい

は、彼女の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。まずは、ブロンテによるストーリーテリングの妙を楽しむところから入ってよ

いのだが、それにとどまらず、ブロンテがステーリーテリングにいかなる仕掛けをほどこしているか、それらの仕掛けが社会的・歴

史的なバックグラウンドとどのように結びついているかを考えることが大切である。 

 

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

な発言を期待したい。 

 

Alongside analyzing storytelling techniques used, by thoroughly reading the Jane Eyre text, we will also analyze the themes 

presented in the novel and how Brontë as the author expresses her intentions (or the incidence of factors that went against her 

intentions). While it is initially acceptable to simply enjoy the wonder of Brontë‟s storytelling, it is important to go beyond that by 

thinking about all the storytelling devices Brontë employs and how these devices are linked to the social and historical backdrop. 

 

Each time we will decide who the presenter will be and use their report as the starting point for beginning a discussion. It is 

expected that not only the presenter, but all participants will proactively speak up in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. Jane Eyre 講読第 1 回 

3. Jane Eyre 講読第 2 回 

4. Jane Eyre 講読第 3 回 

5. Jane Eyre 講読第 4 回 

6. Jane Eyre 講読第 5 回 

7. Jane Eyre 講読第 6 回 

8. Jane Eyre 講読第 7 回 

9. Jane Eyre 講読第 1 回 

10. Jane Eyre 講読第 2 回 

11. Jane Eyre 講読第 3 回 

12. Jane Eyre 講読第 4 回 

13. Jane Eyre 講読第 5 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してくること。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくこと。参考文献が指定された場

合は、それもしっかり読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への貢献度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. Charlotte Brontë. 2015. Jane Eyre. Bedford/ St. Martin's (ISBN:9781457619335) 

 

参考文献＇Readings（ 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB144 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB144．英文学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in English Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ヴィクトリア朝の女性小説を読む (2) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ヴィクトリア朝のいわゆる「センセーショナル・ノヴェル」の代表的な書き手のひとり、Mary Elizabeth Braddon (1835-1915) の作品 

Lady Audley's Secret (1862) を読み、センセーショナル・ノヴェルというジャンルへの理解を深めるとともに、女性の自立・結婚・社

会的権力および抑圧といった現代のフェミニズムにも通じる諸問題を考察する。 

 

We will read Lady Audley's Secret (1862), by one of the leading writers of the so-called „Sensation Novels‟ of the Victorian period, 

Mary Elizabeth Braddon (1835-1915). Along with developing deeper understanding of the Sensation Novels genre, we will consider 

various issues that lead to modern feminism, such as female independence, marriage, social power and oppression. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Lady Audley's Secret のテクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者ブラッドンの意図の

表れ (あるいは、彼女の意図を裏切るものの出現) を分析してゆく。前期に扱うCharlotte Brontë (1816-1855) のJane Eyre と共

通する要素を多く持つ作品ではあるが、ブロンテが描く理想为義的情熱家のジェインとは異なり、本作のタイトル・ロールはいわ

ゆる悪女として造形されている。その造形をどこまで額面通りに読んでよいのか、本作にプロト・フェミニズム的要素を読み込むこ

とはどこまで可能なのかといった点が議論の焦点となるだろう。 

 

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

な発言を期待したい。 

 

Alongside analyzing storytelling techniques used, by thoroughly reading the Lady Audley's Secret text, we will also analyze the 

themes presented in the novel and how Braddon as the author expresses her intentions (or the incidence of factors that went 

against her intentions). This novel has many elements in common with Jane Eyre by Charlotte Brontë (1816-1855), which is 

covered in the first semester. However, in contrast to the idealistic and passionate character of Jane presented by Brontë, the 

title role in this book is portrayed as what you might call a wicked villainess. It is expected that our discussions will focus on points 

such as, to what extent we should take this portrayal at face value, and how far we can read into elements of proto-feminism in 

this novel. 

 

Each time we will decide who the presenter will be and use their report as the starting point for beginning a discussion. It is 

expected that not only the presenter, but all participants will proactively speak up in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. Lady Audley's Secret 講読第 1 回 

3. Lady Audley's Secret 講読第 2 回 

4. Lady Audley's Secret 講読第 3 回 

5. Lady Audley's Secret 講読第 4 回 

6. Lady Audley's Secret 講読第 5 回 

7. Lady Audley's Secret 講読第 6 回 

8. Lady Audley's Secret 講読第 7 回 

9. Lady Audley's Secret 講読第 8 回 

10. Lady Audley's Secret 講読第 9 回 

11. Lady Audley's Secret 講読第 10 回 

12. Lady Audley's Secret 講読第 11 回 

13. Lady Audley's Secret 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してくること。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくこと。参考文献が指定された場
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合は、それもしっかり読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Mary Elizabeth Braddon. 2012. Lady Audley's Secret. Oxford World's Classics (ISBN:9780199577033) 

 

参考文献＇Readings（ 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB145 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB145．英米文学研究方法論０ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Academic Writing for Graduate Students 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL5811 

言語 

＇Language（ 

英語 

(English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

The purpose of this course is to improve your academic essay writing skills, enhance the clarity and style of your prose, get you 

engaged in the process of revision, and allow you an opportunity to practice the skills necessary for the delivery of an articulate, 

well-researched academic presentation. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This course will follow and apply the practical advice and technical guidelines set out in Academic Writing Skills, Student‟s Book 3. 

Time will also be spent on the basic conventions and formats of writing within the MLA style. This course will involve instruction 

and practice in four major areas of academic research writing: (1) research methodology and analysis, (2) the stylistic elements of 

composition, (3) the structural components of a scholarly research paper, and (4) the oral presentation of research within an 

academic context. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Preparing to Write – (1) 

1. Discussion of the course requirements 

2. Description of the various writing assignments 

3. Outline of the main areas and concepts covered during the course 

Reading: AWS Unit 1, Pt. 1: “Understanding the essay prompt” (pp. 2-6). 

Writing Activity (1): Read the assigned poem and the essay prompt provided by the professor. Then, briefly outline the essay 

requirements suggested by the essay prompt. 

2. Preparing to Write – (2) 

Reading: AWS Unit 1, Part 2: “Taking a position” (pp. 7-9). 

-and- 

 “How to Do a Close Reading,” Patricia Kain (Harvard). 

Writing Activity (2): Sketch out three possible positions that are suggested by your own close reading of the Frost poem.  

3. Preparing to Write – (3) 

Reading: AWS Unit 1, Part 3: “Doing research” (pages 10-16). 

Writing Activity (3): First, create a list of questions to research about the Frost poem. Then, conduct some research into the 

poem and try to locate at least one useful quotation or secondary source that references it. 

4. Preparing to Write – (4) 

Reading: AWS Unit 1, Part 4: “Planning the essay” (pages 17-31). 

Writing Activity (4): First, create a detailed essay outline. Then, write a brief 5-paragraph essay describing your 

interpretation of the Frost poem. 

5. Essay Paragraphs – (1) 

Reading: AWS Unit 2, Part 1: “Introductory paragraphs” (pages 32-40). 

Writing Activity (5):  First, write your own essay prompt, based on your own area of research. Then, create an outline of the 

proposed essay. 

6. Essay Paragraphs – (2) 

Reading: AWS Unit 2, Part 2: “Developing arguments” (pages 56-69). 

Writing Activity (6): Write an introductory paragraph (with a strong thesis statement) for your proposed essay. 

7. Essay Paragraphs – (3) 

Reading: AWS Unit 2, Part 3: “Logical fallacies” (pages 60-68). 

Writing Activity (7): Write the body paragraphs for your 2nd research essay. Then, describe some of the “logical fallacies” 

that might be involved in your area of research. 

8. Essay Paragraphs – (4) 

Reading: AWS Unit 2, Part 4: “Concluding paragraphs” (pages 69-73). 

Writing Activity (8): Write a conclusion for your essay that summarizes the main points, rephrases the thesis statement, and 

provides a final point to your analysis. 

9. Using and Citing Sources – (1) 
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Reading: AWS Unit 3, Parts 1 and 2: “Evaluating sources” and “Integrating source information” (pages 74-88). 

Writing Activity: Final Research Essay Prep. -1 

10. Using and Citing Sources – (2) 

Reading: AWS Unit 3, Part 3: “Citing sources” (pages 89-93). 

Writing Activity: Final Research Essay Prep. -2 

11. Using and Citing Sources – (3) 

Reading: AWS Unit 3, Part 4: “Using reporting verbs and phrases” (pages 94-101). 

Writing Activity: Final Research Essay Prep. -3 

12. Accuracy and Clarity – (1) 

Reading: AWS Unit 4, Part 1: “Hedging and intensifying” (pages 103-107). 

Presentation Writing: Create a Powerpoint document to accompany your final oral presentation (between 5 to 10 slides in 

total). 

13. Accuracy and Clarity – (2) 

Reading: AWS Unit 4, Part 2: “Academic sentence styles” (pages 108-121). 

Presentation Writing:  Using the notes and research material from previous lessons, complete the composition of your final 

presentation text and Powerpoint. (Time your presentation to last no more than 7 minutes.) 

14. Final Academic Presentations  

 

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

Students will work towards the composition of a scholarly research essay on a topic related to their own area of academic interest. 

This essay will be revised and re-submitted for a secondary mark. This course will also involve the preparation and oral delivery of 

an academic presentation. 

 

Written work will consist of: 

 

1.Weekly writing and note-taking exercises. These short, writing assignments will be checked regularly. These assignments will 

also contribute to the evaluation of student participation (ongoing). 

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

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

of the first version. 

4. Final oral presentation of research. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

in-class activities(30%)/writing assignments(40%)/final oral presentation(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Peter Chin, Samuel Reid, Sean Wray, and Yoko Yamazaki. 2013. Academic Writing Skills, Student‟s Book 3. . Cambridge 

University Press (ISBN:978-1107611931) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Students requiring additional assistance are encouraged to visit the professor during office hours and/or email to arrange a 

suitable time for consultation. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB146 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録．英米文学研究方法論１ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 2) 

担当者名 

＇Instructor（ 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6813 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

に、参加者が相互に啓発し合うことによって批評・批判の技術を習得します。 

 

Students will gain an understanding of “logical constructs and techniques of expression for objectively and persuasively 

communicating one‟s own knowledge” as stated in the Policy on Conferment of Degrees. Participants will also learn critical 

reviewing techniques through giving critiques to one another. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

展性、实証性を評価します。発表予定者はつねに徹底した発表原稿を準備し、より効果的な発表方法を検討しなければなりませ

ん。他方、参加者の方も、自己の問題意識を先鋭化し、研究姿勢や研究方法の充实を図るため、積極的に討論に参加すること

が要求されます。 

 

 In this module, several graduate students will present their individual research plans and/or findings in each class. Then all 

participants, including teaching staff, will evaluate the effectiveness, expansiveness and validity of their various research methods. 

Students who will present must always prepare a thorough script for their presentation and consider more effective presentation 

techniques. On the other hand, students in the audience must also actively participate in debates in order to improve their attitude 

to research, research methodology and awareness of relevant issues. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 発表と討論０ 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 発表と討論５ 

7. 発表と討論６ 

8. 発表と討論７ 

9. 発表と討論８ 

10. 発表と討論０／ 

11. 発表と討論００ 

12. 発表と討論０１ 

13. 発表と討論０２ 

14. 発表と討論０３ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表・授業貢献(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

発表者の準備する資料と、発表で扱う作家の作品。 
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参考文献＇Readings（ 

発表者の資料にあげられている参考文献。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB147 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB147．英語学特殊研究 ０Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

Multilingual Medieval Britain: an exploration of Anglo-Latin and Old English Language and 

Literature. 

担当者名 

＇Instructor（ 
ﾌﾞﾙｯｸｽ ﾌﾞﾘﾄﾝ E.(BROOKS,BRITTON E.) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Students will gain an understanding of the languages, peoples, and literary products of medieval Britain by engaging directly with 

texts in both Anglo-Latin and Old English. Students will acquire primary research skills, including literary analysis and 

paleographical analysis. Each student will utilize these skills to compose a research essay focusing on multilingualism in the 

medieval period. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

This seminar will introduce students to the multilingual environment of the early medieval period in Britain through texts in both 

Anglo-Latin and Old English, with potential for exploration in Old Norse and Middle English. By approaching the medieval period 

through the lens of its primary literary languages, we will be able to better understand the complexities of the medieval world. We 

will gain basic skills in the two primary languages, as well as general research methodologies for research in the medieval period.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction to the course.  

2. Medieval Multilingualism: Anglo-Latin and Old English languages. 

3. Medieval Multilingualism: Anglo-Latin and Old English languages. 

4. Medieval Multilingualism: Anglo-Latin and Old English languages. 

5. Medieval Multilingualism: Anglo-Latin and Old English languages. 

6. Exploration of individual texts. 

7. Exploration of individual texts. 

8. Exploration of individual texts. 

9. Exploration of individual texts. 

10. Exploration of individual texts. 

11. Exploration of individual texts. 

12. Exploration of individual texts. 

13. Exploration of individual texts. 

14. Exploration of individual texts. 

 

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

This will include the following: language practice and exercises for both Old English and Anglo-Latin; close reading of primary texts 

(with translation aids); close reading of select secondary texts (articles, books chapters, etc.); and individual research. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(40%)/In-class effort and contribution(60%) 

The final report will be a research paper of ~2,000 words in English. 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. B. Mitchell and F. C. Robinson. 2011. A Guide to Old English : 7th edition. Wiley-Blackwell (ISBN:978-0470671078) 

2. M. C. English and Georgia L. Irby. 2016. A New Latin Primer. Oxford University Press (ISBN:978-0199982011) 

 

参考文献＇Readings（ 

Most readings will be given electronically (PDF) or as handouts. I will have a list printed out and distributed on our first class 

meeting.  

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB148 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB148．英語学特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
The Medieval British World: a thematic exploration of medieval Language and Literature. 

担当者名 

＇Instructor（ 
ﾌﾞﾙｯｸｽ ﾌﾞﾘﾄﾝ E.(BROOKS,BRITTON E.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

This seminar will explore medieval literature thematically by focusing on the relationship between literary texts and the natural 

world. Students will deepen their knowledge of medieval texts through thematic, stylistic, linguistic, literary, and philological 

analysis. Students will compose a research essay focusing on the relationship between literary texts and the natural world in the 

medieval period. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

We will analyze a representative selection of medieval British literature from 650–1550. In so doing we will explore a variety of 

subjects, including the ability of saints to create pockets of paradise where their words calm stormy seas; the medieval 

systematization of knowledge about the natural world; the delineation of the world through travel and cartography; and the 

function of the natural world in shaping the imaginative perspective of medieval peoples. We will consider texts written in Old 

English, Anglo-Latin, and Middle English, including the Wonders of the East, the Lives of saints Cuthbert and Guthlac, the Old 

English Riddles, Albertus Magnus‟s Book of Minerals, and Sir Gawain and the Green Knight. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction. 

2. Creation Narratives. 

3. Creation Narratives. 

4. Creation Narratives. 

5. Saints, Sanctity, and the Non-Human World. 

6. Saints, Sanctity, and the Non-Human World. 

7. Saints, Sanctity, and the Non-Human World. 

8. Scientia: Lapidiaries, Bestiaries, Herbals, Encyclopedias. 

9. Scientia: Lapidiaries, Bestiaries, Herbals, Encyclopedias. 

10. Scientia: Lapidiaries, Bestiaries, Herbals, Encyclopedias. 

11. Travel Narratives and Cartography. 

12. Travel Narratives and Cartography. 

13. Late Medieval Texts. 

14. Late Medieval Texts. 

 

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

This will include the following: review and expansion of language skills in Anglo-Latin and Old English; close reading of primary and 

secondary texts; and individual research.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/In-Class Effort and Contribution(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

There are no required textbooks for this course. I will be providing handouts and/or PDFs of relevant readings.  

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB149 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB149．英文学特殊研究 ０Ａ 

(Studies in English Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Lyrical Ballads  (1798) 1 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

イギリス・ロマン为義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に出版されて昨年で 220 周年を迎えた。

最初、著者 Wordsworth とColeridge の名を伏せ匿名で出版された詩集は、その後著者名を明示し改訂増補されていくが、初版の

形でそのまま読むことによって、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、その後の作品改

訂の過程なども視野に入れてロマン为義文学批評の歴史も遠望する。 

 

The poetry collection Lyrical Ballads is said to mark the beginning of literary Romanticism in Britain. The first edition was 

published in 1798, meaning last year marked 220 years since its release. To start with, this collection of poems was published by 

Wordsworth and Coleridge anonymously. The authors‟ names were later revealed in revised and enlarged editions, but by reading 

the first edition in its unaltered form, we can appreciate the format and novel content that took many years to be accepted. Also, 

we will look at the processes involved in later revising their works and take a broad view of the history of Romantic literary 

criticism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

イギリス・ロマン为義第一世代を代表する二人の詩人の衝撃的な共著詩集の初版＇1798 年（を、その時出版されたテクストのまま、

ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回 100行前後の詩行を精読し、春

学期中にこの詩集の前半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受け入れられるのに 30 年を要したと言われるこの詩集の

受容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希望によって多尐の修正を施す

可能性はある。 

 

We will read in order the original published texts from the sensational first edition of the joint authored poetry collection (1798) by 

two leading first-generation British Romantic poets and gauge the magnitude of the impact this collection had the at the time of 

its release. In each class we will carefully read approximately 100 lines of poetry, with the aim of finishing reading the first half of 

this poetry collection within the spring semester. Initially ignored, it is said that it took 30 years for this poetry collection to be 

accepted. Therefore, we will also give thought to the history of how it came to be accepted. The lesson plan at this time is shown 

below, however, this may be revised slightly depending on students‟ wishes. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction with „Advertisement‟ 

2. The Rime of the Ancyent Marinere 1 

3. The Rime of the Ancyent Marinere 2 

4. The Rime of the Ancyent Marinere) 3 

5. The Rime of the Ancyent Marinere 4 

6. The Rime of the Ancyent Marinere 5 

7. ‘The Foster Mother‟s Tale‟ 

8. ‘A Yew -Tree‟ 

9. ‘The Nightingale‟ 

10. ‘The Female Vagrant‟ 1 

11. ‘The Female Vagrant‟ 2 

12. ‘The Female Vagrant‟ 3 

13. ‘A Small Distance‟ & „Anecdote for Fathers‟ 

14. ‘Simon Lee‟ and Review 

 

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

授業開始前に導入で扱う‘Advertisement’を読んでおく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は、紹介された参考文献

を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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レポート試験(Report Exam)(50%)/常日頃の授業への貢献度と担当時の発表内容(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Lyrical Ballads (1798 )初版のウェブ・テクストを用いる。入手方法については授業で紹介。 

 

参考文献＇Readings（ 

詩を読む際には、Duncan Wu 編、Michael O'Neille and Charles Mahoney 編の詳註付詞華集が助けになる。この記念碑的な詩集

の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に参考文献表を配布し、授業中にも折に触れて紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB150 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB150．英文学特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in English Literature 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Lyrical Ballads  (1798) 2 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

イギリス・ロマン为義文学の曙を告げたと言われる詩集 Lyrical Ballads 初版が 1798 年に出版されて昨年で 220 周年を迎えた。

最初、著者 Wordsworth とColeridge の名を伏せ匿名で出版された詩集は、その後著者名を明示し改訂増補されていくが、初版の

形でそのまま読むことによって、受け入れられるのに多年を要したその形式と内容の斬新さを味わう。併せて、その後の作品改

訂の過程なども視野に入れてロマン为義文学批評の歴史も遠望する。 

 

The poetry collection Lyrical Ballads is said to mark the beginning of literary Romanticism in Britain. The first edition was 

published in 1798, meaning last year marked 220 years since its release. To start with, this collection of poems was published by 

Wordsworth and Coleridge anonymously. The authors‟ names were later revealed in revised and enlarged editions, but by reading 

the first edition in its unaltered form, we can appreciate the format and novel content that took many years to be accepted. Also, 

we will look at the processes involved in later revising their works and take a broad view of the history of Romantic literary 

criticism. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

イギリス・ロマン为義第一世代を代表する二人の詩人の衝撃的な共著詩集の初版＇1798 年（を、その時出版されたテクストのまま、

ほぼその詩集における順番で読んで、当時この詩集が投げかけた波紋の大きさを推し量る。毎回 100行前後の詩行を精読し、秋

学期にこの詩集の後半を読み終えたい。同時に、最初は無視され、受け入れられるのに 30 年を要したと言われるこの詩集の受

容の歴史についても考えていく。現時点で考えている授業計画は以下の通りだが、受講者の希望によって多尐の修正を施す可

能性はある。 

 

We will read in order the original published texts from the sensational first edition of the joint authored poetry collection (1798) by 

two leading first-generation British Romantic poets and gauge the magnitude of the impact this collection had the at the time of 

its release. In each class we will carefully read approximately 100 lines of poetry, with the aim of finishing reading the second half 

of this poetry collection within the fall semester. Initially ignored, it is said that it took 30 years for this poetry collection to be 

accepted. Therefore, we will also give thought to the history of how it came to be accepted. The lesson plan at this time is shown 

below, however, this may be revised slightly depending on students‟ wishes. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction with „We Are Seven‟ & „Early Spring‟ 

2. ‘The Thorn‟ 1 

3. ‘The Thorn‟ 2 

4. ‘The Thorn‟ 3 

5. ‘The Last of the Flock‟ 

6. ‘The Dungeon‟ & „Near Richmond‟ 

7. ‘The Idiot Boy‟ 1 

8. ‘The Idiot Boy‟ 2 

9. ‘The Idiot Boy‟ 3 

10. ‘The Idiot Boy‟ 4 

11. ‘Expostulation‟, „The Tables Turned‟ & „Old Man Travelling‟ 

12. ‘A Forsaken Indian Woman‟ & „The Convict‟ 

13.  „Tintern Abbey‟ 1 

14.  „Tintern Abbey‟ 2 and Review 

 

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

授業開始前に、導入で扱う‘We Are Seven’と‘Early Spring’を読んでおく。毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は、紹介

された参考文献を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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レポート試験(Report Exam)(50%)/常日頃の授業への貢献度と担当時の発表内容(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Lyrical Ballads (1798 )初版のウェブ・テクストを用いる。入手方法については授業で紹介。 

 

参考文献＇Readings（ 

詩を読む際には、Duncan Wu 編、Michael O'Neille and Charles Mahoney 編の詳註付詞華集が助けになる。この記念碑的な詩集

の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に参考文献表を配布し、授業中にも折に触れて紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB151．英文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in English Literature 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
シェイクスピア『シンベリン』を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ウィリアム・シェイクスピアのロマンス劇『シンベリン』を精読し、その英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス期

のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品の持つ神話性や政治性、死と再生のテーマなど、多様な側面につ

いて議論する力を涵養する。 

 

We will thoroughly read William Shakespeare‟s romance play Cymbeline and along with cultivating advanced English ability for 

reading the English used, we will acquire extensive knowledge of theater in Renaissance England. We will also develop the ability to 

discuss various aspects of the play, including mythological/political references and the theme of death and rebirth. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

シェイクスピアによるロマンス劇『シンベリン』を、演習形式で精読する。受講者が交替で務める個人発表と、毎回全員が参加する

ディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 

We will thoroughly read Shakespeare‟s romance play Cymbeline in seminar format. In lessons students will take turns to give 

individual presentations and also each time there will be a whole class discussion. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション９第 1 幕＇1（ 

3. 発表とディスカッション９第 1 幕＇2（ 

4. 発表とディスカッション９第 2 幕＇1（ 

5. 発表とディスカッション９第 2 幕＇2（ 

6. 発表とディスカッション９第 3 幕＇1（ 

7. 発表とディスカッション９第 3 幕＇2（ 

8. 発表とディスカッション９第 4 幕＇1（ 

9. 発表とディスカッション９第 4 幕＇2（ 

10. 発表とディスカッション９第 5 幕＇1（ 

11. 発表とディスカッション９第 5 幕＇2（ 

12. DVD 鑑賞とディベート＇1（ 

13. DVD 鑑賞とディベート＇2（ 

14. まとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. William Shakespeare 著．Valerie Wayne 編注. Cymbeline. Bloomsbury Arden (ISBN:978-1904271307) 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JB152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB152．英文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in English Literature 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
シェイクスピア『冬物語』を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

シェイクスピアのロマンス劇『冬物語』を精読し、テクストを精確に読む英文読解力をつけると共に、作品の持つ政治・社会と階級・

ジェンダーの問題や、精神分析的な側面などを授業で議論することで、作品を批評的に解釈する力を育てる。  

 

We will carefully read Shakespeare‟s romance play The Winter‟s Tale and along with developing the English reading comprehension 

skills needed to accurately read the text, we will discuss in class the political, social, class-based and gender-based issues it 

raises, and also psychoanalytic aspects. Through these discussions we will cultivate the ability to critically interpret plays.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期で扱った『シンベリン』と並び称されることの多い、シェイクスピアによるロマンス劇の代表作『冬物語』を、演習形式で精読

する。参加者の発表とディスカッションを中心に授業を進めていく中で、春学期の演習内容との連続性も保ちながら、作品の歴史

的・文化的な背景を学び、作品が提示する種々のトピックについて批評的な観点から議論をする力を育てる。 

 

We will thoroughly read in seminar format Shakespeare‟s The Winter‟s Tale. This outstanding romance play is often considered of 

the same quality as Cymbeline, which we covered in the spring semester. Lessons will be centered around student presentations 

and discussions. Additionally, while maintaining continuity of the content covered in the spring semester, we will learn about the 

play‟s historical and cultural backdrop and develop the ability to discuss the various topics presented in this play from a critical 

perspective. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション９第 1 幕＇1（ 

3. 発表とディスカッション９第 1 幕＇2（ 

4. 発表とディスカッション９第 2 幕＇1（ 

5. 発表とディスカッション９第 2 幕＇2（ 

6. 発表とディスカッション９第 3 幕＇1（ 

7. 発表とディスカッション９第 3 幕＇2（ 

8. 発表とディスカッション９第 4 幕＇1（ 

9. 発表とディスカッション９第 4 幕＇2（ 

10. 発表とディスカッション９第 5 幕＇1（ 

11. 発表とディスカッション９第 5 幕＇2（ 

12. DVD 鑑賞およびディベート＇1（ 

13. DVD 鑑賞およびディベート＇2（ 

14. まとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. William Shakespeare 著．John Pitcher 編注. 2003. The Winter's Tale. Bloomsbury Arden (ISBN:978-1903436356) 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB155．英文学特殊研究 ４Ａ 

(Studies in English Literature 5A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Virginia Woolf の代表作を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

We will read two major novels by Virginia Woolf, who is considered one of the greatest English modernist writers, and try to 

understand them deeply. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業ではイギリス・モダニズムの巨匠であり、近年フェミニズムやジェンダー論の元祖としても評価が高い Virginia Woolf の代

表的小説を鑑賞します。まず To the Lighthouse(1927)に関して、とくに人間不在の空間への特有の関心を、ウルフが関心を持っ

ていた映画との関連で読み解くことを为眼にしながら考察します。また日常生活の描写についても、戦争のトラウマとの関係で注

意を払います。次いで最も实験的な作風の The Waves(1931)に進みます。これはウルフのモダニズムの頂点と見なされる傑作で、

難解ながらウルフの世界観、文学観がよく出ています。とくにフィクションを構成することと生きることの関係について考察します。

いずれも 20 世紀イギリス文学を代表する傑作ですので、哲学的深みがあり、読み応えがあります。関連する評論も折に触れ授

業で扱う予定です。 

 

In this class we will take time to appreciate classic novels by Virginia Woolf, who is a master of English modernist writing and highly 

regarded in recent years as a founder of feminist and gender theories. Firstly, on the subject of To the Lighthouse (1927), we will 

specifically consider the author‟s special interest in space devoid of people by addressing it in terms of its connection to film that 

interested Woolf. Also, we will pay attention to her depictions of everyday life and her relationship with the trauma of war. Then we 

will move on to The Waves (1931), which is considered her most experimental work. Despite being complex, this outstanding novel 

well reveals Woolf‟s views of the world and literature. Specifically, we will consider the relationship between making fiction and 

living. Both novels are masterpieces of twentieth-century English literature, and they are deeply philosophical and well worth 

reading. Related critical essays on them will also be introduced in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. To the Lighthouse 

3. To the Lighthouse 

4. To the Lighthouse 

5. To the Lighthouse 

6. To the Lighthouse 

7. To the Lighthouse 

8. The Waves 
9. The Waves 

10. The Waves 
11. The Waves 
12. The Waves 
13. The Waves 
14. The Waves 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が２回を超えると卖位を取得できません。 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. Virginia Woolf. 2015. The Waves. Oxford Classics (ISBN:978-0199642922) 

2. Virginia Woolf. 2006. To the Lighthouse. Oxford Classics (ISBN:978-0199536610) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB156．英文学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in English Literature 5B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
J. M. Coetzee の最近の代表作を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

現代の世界文学を代表するノーベル賞作家 J. M. Coetzee の最近の代表作を読み、その文学への理解を深める。 

 

J.M. Coetzee is a Nobel Prize winning author who occupies an important position in contemporary world literature. We will read 

some of his recent works and try to understand them deeply. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業では現代の世界文学を代表するノーベル賞作家 J. M. Coetzee(1940- )の二つの作品を精読します。クッツェーは单アフ

リカ出身ですが、アパルトヘイト体制の中で、ヨーロッパの文学伝統を新しい形で継承した、独創的な作風で知られており、ポスト

モダニズム、ポストコロニアリズムと関連付けて論じられることもありました。しかし彼は 2002 年にオーストラリアに移住してから、

新しい境地を切り開いています。この授業では Elizabeth Costello(2003)と Slow Man(2005)の二つを読むことでその新境地を探究

します。前者では特に動物と人間との関係＇それは現代哲学の重要なテーマでもあります（が为題化されています。またどちらも

書くことや他者をめぐる倫理について深く考えさせられます。これらの作品を通じて今日の；世界文学＝のありようについても考

察したいと思います。関連する評論も折に触れ授業で扱う予定です。 

 

In this class we will carefully read two works by Nobel Prize winning author J.M. Coetzee (1940- ), who occupies an important 

position in contemporary world literature. Coetzee is from South Africa, where during the apartheid regime he carried on Europe‟s 

literary traditions in a new format. Known for his original writing style, he has also been discussed in relation to postmodernism and 

postcolonialism. However, since emigrating to Australia in 2002 he has been carving out a new niche. In this class, by reading 

Elizabeth Costello (2003) and Slow Man (2005), we will explore this new niche. One of the main themes of the first work is the 

relationship between animals and humans (which is also an important theme in modern philosophy). Also, both books make us 

consider deeply the ethics concerning writing and the other. We will consider through these works the essential features of 

present-day world literature. Related critical essays on them will also be introduced in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. Elizabeth Costello 

3. Elizabeth Costello 

4. Elizabeth Costello 

5. Elizabeth Costello 

6. Elizabeth Costello 

7. Elizabeth Costello 

8. Elizabeth Costello 

9. Slow Man 

10. Slow Man 

11. Slow Man 

12. Slow Man 

13. Slow Man 

14. Slow Man 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が２回を超えると卖位を取得できません。 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. J. M. Coetzee. 2004. Elizabeth Costello. Vintage Books (ISBN:978-0099461920) 

2. J. M. Coetzee. 2006. Slow Man. Vintage (ISBN:978-0099490623) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB161．米文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in American Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Guns and Glory: The History and Fiction of the American West (1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the history of the American 

republic, (2) to compare and contrast history and fiction, and (3) to guide the student through the basics of writing a coherent 

cultural analysis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Focusing on the first half of Howard Zinn‟s famous re-assessment of American history, A People‟s History of the United States 

(1980; updated version, 2005), this course will analyze the ambitious characters and gruesome events that shaped the creation of 

the USA. Often bloody and seldom ethical, the birth of the American republic is a story of intrigue and treachery. Through an 

engagement with the true origins of the USA, this course will prepare the students for a nuanced reading of Cormac McCarthy‟s 

novel, Blood Meridian, which will be the focus of the second semester of this course. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

2. Week 2: Columbus, the Indians, and Human Progress 

Reading: A People's History of the United States, pp. 1-22 

3. Week 3: Drawing the Color Line 

Reading: A People's History of the United States, pp. 23-38 

4. Week 4: Persons of Mean and Vile Condition 

Reading: A People's History of the United States, pp. 39-58 

5. Week 5: Tyranny Is Tyranny 

Reading: A People's History of the United States, pp. 59-76 

6. Week 6: A Kind of Revolution 

Reading: A People's History of the United States, pp. 77-102 

7. Week 7: The Intimately Oppressed 

Reading: A People's History of the United States, pp. 103-124 

8. Week 8: As Long as Grass Grows or Water Runs 

Reading: A People's History of the United States, pp. 125-148 

9. Week 9: We Take Nothing by Conquest, Thank God 

Reading: A People's History of the United States, pp. 149-170 

10. Week 10: Slavery without Submission, Emancipation without Freedom 

Reading: A People's History of the United States, pp. 171-210 

11. Week 11: The Other Civil War 

Reading: A People's History of the United States, pp. 211-252 

12. Week 12: Robber Barons and Rebels 

Reading: A People's History of the United States, pp. 253-296 

13. Week 13: The Empire and the People 

Reading: A People's History of the United States, pp. 297-320 

14. Final Quiz and Feed-Back Session 

 

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（ 
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1. Zinn, Howard. 2005. A People‟s History of the United States. Harper (ISBN:978-0060838652) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB162 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB162．米文学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in American Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Guns and Glory: The History and Fiction of the American West (2) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

The objectives of this course are: (1) to describe the methods and means of critically interpreting the Western novel, (2) to 

compare and contrast history and fiction, and (3) to guide the student through the basics of writing a coherent literary analysis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

"Your ideas are terrifying and your hearts are faint. Your acts of pity and cruelty are absurd, committed with no calm, as if they 

were irresistible. Finally, you fear blood more and more. Blood and time."   

-- Paul Valéry 

In these terms, the broken and forsaken narrative of Cormac McCarthy's 1985 novel, Blood Meridian, or The Evening Redness in 
the West, begins to tell its terrible tale. Through an analysis of McCarthy's Western, the brutal philosophy and traumatic legacy of 

the American frontier will be examined and discussed. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Guided Reading: Chapter One, Blood Meridian, pp. 3-15 

2. Week 2: Across the Prairie  

Reading: Blood Meridian, pp. 16-43 

3. Week 3: Setting forth with the Filibusters 

Reading: Blood Meridian, pp. 44-77 

4. Week 4: In the Streets 

Reading: Blood Meridian, pp. 78-104 

5. Week 5: Another Cantina, Another Advisor 

Reading: Blood Meridian, pp. 105-127 

6. Week 6: The Skirmish on the Little Colorado 

Reading: Blood Meridian, pp. 128-156 

7. Week 7: Crossing the Border 

Reading: Blood Meridian, pp. 157-193 

8. Week 8: Mountain Storms 

Reading: Blood Meridian, pp. 194-232 

9. Week 9: The Santa Cruz Valley 

Reading: Blood Meridian, pp. 233-251 

10. Week 10: Leaving Tucson 

Reading: Blood Meridian, pp. 252-288 

11. Week 11: The Escape 

Reading: Blood Meridian, pp. 289-306 

12. Week 12: Desert Castaways 

Reading: Blood Meridian, pp. 307-328 

13. Week 13: On the North Texas Plains 

Reading: Blood Meridian, pp. 329-351 

14. Final Quiz and Course Feed-back Session 

 

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%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. McCarthy, Cormac. 1985. Blood Meridian, or The Evening Redness in the West. Vintage (ISBN:9780679728757) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB165 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB165．米文学特殊研究 ４Ａ 

(Studies in American Literature 5A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Edgar Allan Poe 研究＇０（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

がら作品解釈することを目指す。  

 

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（ 

Edgar Allan Poe 唯一の長編小説 The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838) を読む。海洋冒険譚として書かれた本作は、カニ

バリズム、トランスナショナリズム、人種問題など、今日の批評的視座からしても重要な諸問題を内包している。多面的なアプロー

チが可能なテクストであるので、受講生各自の問題意識に沿って独自の読解を目指してほしい。また、为に短編小説家として知ら

れる彼の作品群の中で、この長編小説がどう位置づけられるかという問題も考察してゆきたい。 

 

We will read The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838), Edgar Allan Poe‟s only full-length novel. Written as a tale of adventures 

at sea, this novel contains various issues that are important even from a present-day critical perspective, such as cannibalism, 

transnationalism and racial problems. This text allows for various approaches, so the aim should be for each student to find their 

own unique reading style that is in keeping with their awareness of the issues raised. Also, as he is mainly known for writing short 

stories, we will consider the issue of how to place this full-length novel within his body of work. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 作品読解９Preface-Ch. 1, pp. 2-12 

3. 作品読解９Ch. 2, pp. 12-26 

4. 作品読解９Ch. 3-4, pp. 26-41 

5. 作品読解９Ch. 5-6, pp. 41-57 

6. 作品読解９Ch. 7-8, pp. 57-71 

7. 作品読解９Ch. 9-11, pp. 71-90 

8. 作品読解９Ch. 12-13, pp. 90-107 

9. 作品読解９Ch. 14-16, pp. 108-25 

10. 作品読解９Ch. 17-19, pp. 125-41 

11. 作品読解９Ch. 20-22, pp. 141-58 

12. 作品読解９Ch. 23-Note, pp. 158-78 

13. レポートの構想について発表 

14. レポートの構想について発表 

 

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

英語による学位論文または査読論文の執筆に備えるため、学期を通じて英作文のトレーニングを行う。 

 

具体的には、毎週 300words ほどの英語のレスポンスペーパーの提出を義務づけ、毎回添削の上で返却する。また、最終レポー

トも英語＇3000words（で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表、ディスカッションへの貢献度(30%)/毎週のレスポンスペーパー(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Edgar Allan Poe. 2008. The Narrative of Arthur Gordon Pym. Oxford University Press (ISBN:978-0199540471) 
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参考文献＇Readings（ 

1. 巽孝之、1995、『E・A・ポウを読む』、岩波書店 (ISBN:978-4000042222) 

2. 八木敏雄・巽孝之、2009、『エドガー・アラン・ポーの世紀 生誕 200 周年記念必携』、研究社 (ISBN:978-4327472191) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB166 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB166．米文学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in American Literature 5B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Edgar Allan Poe 研究＇１（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

がら作品解釈することを目指す。  

 

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（ 

Edgar Allan Poe の为要短編を精読する。作品だけではなく批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあるべきかなどのプ

ラクティカルな問題についても討議する。授業の進め方としては、短編を一作品読むごとにその短編について書かれた批評を読

む、というサイクルを繰り返してゆく。 

 

We will carefully read Edgar Allan Poe‟s key short stories. In addition to his literary works we will also read critiques of his 

literature and debate practical issues such as what an academic paper is and how an academic paper should be written. Lessons 

will be conducted by first reading a short story and then reading a critique written about the story. This cycle will then be repeated 

for subsequent stories. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 作品読解９ "The Black Cat" 

3. 作品読解: "The Tell-Tale Heart" 

4. 批評読解９ Christopher Benfey  

5. 作品読解９ "The Fall of the House of Usher" 

6. 批評読解９ Louise J. Kaplan 

7. 作品読解９ "The Murders in the Rue Morgue" 

8. 批評読解: David Van Leer 

9. 作品読解９ "The Cask of Amontillado" 

10. 批評読解: David S. Reynolds 

11. 作品読解: "Ligeia" 

12. 批評読解: J. Gerald Kennedy 

13. レポートの構想について発表 

14. レポートの構想について発表 

 

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

英語による学位論文または査読論文の執筆に備えるため、学期を通じて英作文のトレーニングを行う。 

 

具体的には、毎週 300words ほどの英語のレスポンスペーパーの提出を義務づけ、毎回添削の上で返却する。また、最終レポー

トも英語＇3000words（で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表、ディスカッションへの貢献度(30%)/毎週のレスポンスペーパー(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Edgar Allan Poe. 2008. Selected Tales. Oxford University Press (ISBN:978-0199535774) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Kenneth Silverman. 1992. New Essays on Poe's Major Tales. Cambridge University Press (ISBN:978-0521422437) 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB167 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB167．米文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in American Literature 6A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
現代アメリカ单部文学演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アメリカ单部文学の特色は言うまでもなくアメリカ史において单部のたどった異端の歴程に端を発した「異質性」に由来しています

が、その「異質性」は時代の経過とともに徐々に失われていったとされています。アメリカの他の地域と現实的な差がなくなろうと

しているとき、单部文学はどのような「抗い」を見せてきたか、これを確認することを授業の目標とします。今セメスターはミシシッピ

の旧家 Percy 一族のうち、20 世紀初頭、所謂「失われた世代」と同時代を生きた William Alexander Percy の自伝 Lanterns on the 
Levee(1941)と、両親をうしなって William Alexander の養子となり、20 世紀後半に活躍した Walker Percy の第一長編 The 
Moviegoer(1961)をとりあげ、吟味検討します。 

 

The most distinctive feature of the literature of the US South is derived from its regionality, which has formulated itself though its 

own heretic or non-conformist history. However, the southern regionality is said to have gradually been lost with the passage of 

time. How has southern literature still insisted on its difference, while the southern regionality is losing its historical edge and 

becoming less different from the other parts of the country? To try to answer the question is a tentative goal of this seminar. In 

this semester we will read Lanterns on the Levee (1941), autobiography of William Alexander Percy, a member of the aristocratic 

Percy family of Mississippi, who was roughly the contemporary of those writers categorized as writers of “Lost Generation.” After 

that, we will read The Moviegoer (1961) by Walker Percy, who was adopted by William Alexander after losing his parents and 

became a novelist in the second half of the twentieth century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

The format of each class will consist of a verbal report concerning a preassigned section from a designated student, followed by 

the whole class reexamining his/her report. The reporter is required to prepare a relatively detailed summary of the assigned 

section, to point out issues that others are likely to encounter when attempting to comprehend the novels, and to lead the other 

participants into discussing problems that are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション９ 作家と文学の概要、授業方針の説明 

2. 作品講読第０回 

3. 作品講読第１回 

4. 作品講読第２回 

5. 作品講読第３回 

6. 作品講読第４回 

7. 作品講読第５回 

8. 作品講読第６回 

9. 作品講読第７回 

10. 作品講読第８回 

11. 作品講読第０／回 

12. 作品講読第００回 

13. 作品講読第０１回 

14. 授業内容を振り返り、最終ディスカッションを行う。 

 

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

あらかじめ作家の人生の基本的な伝記的情報を何らかの形で入手しておいてください。また Percy 一族に関して、あるいは单部

人の心性については参考文献にあげたものを授業中にも適宜参照することを強く推奨します。 

 

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

(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Walker Percy. 1998. The Moviegoer. Vintage (ISBN:9780375701962) 

2. William Alexander Percy. 2006. Lanterns on the Levee. LSU Press (ISBN:0807100722) 

 

参考文献＇Readings（ 

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

2. Bertram Wyatt-Brown. 1994. The Literary Percys: Family History, Gender & the Southern Imagination. U of Georgia P 

(ISBN:0820316652) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB168 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB168．米文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in American Literature 6B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
現代アメリカ单部文学演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アメリカ单部文学の特色は言うまでもなくアメリカ史において单部のたどった異端の歴程に端を発した「異質性」に由来しています

が、その「異質性」は時代の経過とともに徐々に失われていったとされています。アメリカの他の地域と現实的な差がなくなろうと

しているとき、单部文学はどのような「抗い」を見せてきたか、これを確認することを授業の目標とします。今セメスターはヴェトナ

ム戦争というアメリカ文学全体に新しいエポックをもたらした出来事以降に活躍したBarry Hannahの第1長編Geronimo Rex(1972)

と第 3 長編 Ray(1980)をとりあげ観賞吟味します。 

 

The most distinctive feature of the literature of the US South is derived from its regionality, which has formulated itself though its 

own heretic or non-conformist history. However, the southern regionality is said to have gradually been lost with the passage of 

time. How has southern literature still insisted on its difference, while the southern regionality is losing its historical edge and 

becoming less different from the other parts of the country? To try to answer the question is a tentative goal of this seminar. In 

this semester we will examine the novels of Barry Hannah, whose professional career began after the Vietnam War, an event that 

marked a new epoch for the American literary history. We will focus on his first novel Geronimo Rex (1972) and also his third Ray 

(1980) in class. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

The format of each class will consist of a verbal report concerning a preassigned section from a designated student, followed by 

the whole class reexamining his/her report. The reporter is required to prepare a relatively detailed summary of the assigned 

section, to point out issues that others are likely to encounter when attempting to comprehend the novels, and to lead the other 

participants into discussing problems that are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション９ 作家と文学の概要、授業方針の説明 

2. 作品講読第０回 

3. 作品講読第１回 

4. 作品講読第２回 

5. 作品講読第３回 

6. 作品講読第４回 

7. 作品講読第５回 

8. 作品講読第６回 

9. 作品講読第７回 

10. 作品講読第８回 

11. 作品講読第０／回 

12. 作品講読第００回 

13. 作品講読第０１回 

14. 授業内容を振り返り、最終ディスカッションを行う。 

 

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

あらかじめ作家の人生の基本的な伝記的情報を何らかの形で入手しておいてください。またヴェトナム戦争と单部文学について、

あるいは单部人の心性については参考文献にあげたものを授業中にも適宜参照することを強く推奨します。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

(30%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. Barry Hannah. 1998. Geronimo Rex. Grove Press (ISBN:0802135692) 

2. Barry Hannah. 1994. Ray. Grove Press (ISBN:0802133878) 

 

参考文献＇Readings（ 

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

2. Owen W. Gilman. 1992. Vietnam and the Southern Imagination. UP of Mississippi (ISBN:0878055916) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB169 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB169．米文学特殊研究 ６Ａ 

(Studies in American Literature 7A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Edith Wharton 研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 アメリカにおける近代小説の完成者と呼ばれる Edith Wharton の小説を講読し、小説が行う世界把握の特徴ならびにこのジャン

ルの世俗性、大衆性について考察する。 

 

This seminar will closely read and analyze Edith Wharton‟s novels and consider the characteristics of the novel as a genre, in 

particular its secular and popular qualities. Students are also required to contemplate on the novel‟s mode of recognizing and 

representing world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 Edith Wharton は、Henry James の流れを汲むリアリズム小説と F. Scott Fitzgerald が体現するようなモダニズム小説の流れを

架橋する作家である。本講では New England を舞台とした地方色豊かな小説を取り上げて、個性的に表象されるセクシュアリティ

や土地風土等、特定の重要テーマを検討するとともに、伝記・歴史・批評理論を駆使した議論の方法を修得する。前期のセクショ

ンでは、1911 年にピュリッツァー賞を受賞した Ethan Frome の精読を通し、この作家を「近代小説の完成者」とした要因を、モティ

ーフやスタイル、時代的文脈などから総合的に考察する。 

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

 

Edith Wharton is a critical American author bridging Henry James‟s realism and F. Scott Fitzgerald‟s modernism. This course 

focuses on her New England novels, consciously responding to the conventional local-color literature, and presenting quite 

originally wrought sexual or sensual dramas. The section of semester I deals with Ethan Frome, which won the Pulitzer prize in 

1911. Students are required to analyze the critical elements of the works of the consummator of the modern novel through 

investigations of her motifs and styles. They are also encouraged to write a high-quality research paper on the texts the course 

assigns and submit it to an appropriate journal. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. Edith Wharton, Ethan Frome (1) 

3. Edith Wharton, Ethan Frome (2) 

4. Edith Wharton, Ethan Frome (3) 

5. Edith Wharton, Ethan Frome (4) 

6. Edith Wharton, Ethan Frome (5) 

7. Edith Wharton, Ethan Frome (6) 

8. Edith Wharton, Ethan Frome (7) 

9. Edith Wharton, Ethan Frome (8) 

10. Edith Wharton, Ethan Frome (9) 

11. Edith Wharton, Ethan Frome (10) 

12. Edith Wharton, Ethan Frome (11) 

13. Edith Wharton, Ethan Frome (12) 

14. まとめ 

 

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

 初回授業にて配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにディスカッションリ

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

発表とは別個の役割である。テクストを精読し、発表者への質問・発表者との討議を行ないつつ、発表内容と自身の準備に基づく

質問をクラスに提示し＇アジェンダ・セッティング（、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自１

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

1. Wharton, Edith. 2001. Ethan Frome & Summer. Modern Library (ISBN:978-0375757280) 
 

参考文献＇Readings（ 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB170 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB170．米文学特殊研究 ６Ｂ 

(Studies in American Literature 7B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Edith Wharton 研究 (2) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 アメリカにおける近代小説の完成者と呼ばれる Edith Wharton の小説を講読し、小説が行う世界把握の特徴ならびにこのジャン

ルの世俗性、大衆性について考察する。 

 

This seminar will closely read and analyze Edith Wharton‟s novels and consider the characteristics of the novel as a genre, in 

particular its secular and popular qualities. Students are also required to contemplate on the novel‟s mode of recognizing and 

representing world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 Edith Wharton は、Henry James の流れを汲むリアリズム小説と F. Scott Fitzgerald が体現するようなモダニズム小説の流れを

架橋する作家である。本講では New England を舞台とした地方色豊かな小説を取り上げて、個性的に表象されるセクシュアリティ

や土地風土等、特定の重要テーマを検討するとともに、伝記・歴史・批評理論を駆使した議論の方法を修得する。後期のセクショ

ンでは、短編を除いては第一次世界大戦後に出された最初の小説Summerの精読を通し、西部戦線や北アフリカ等、西欧におけ

る異質な版図を見聞した作家のイマジネーションの広がりを、モティーフやスタイル、時代的文脈などから総合的に考察する。 

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

 

Edith Wharton is a critical American author bridging Henry James‟s realism and F. Scott Fitzgerald‟s modernism. This course 

focuses on her New England novels, consciously responding to the conventional local-color literature, and presenting quite 

originally wrought sexual or sensual dramas. The section of semester II deals with Summer, Wharton's first novel published after 

World War I. Students will learn how the author‟s literary imagination was enriched as a result of her witnessing the WWI war fronts, 

North African geographies including Morocco that were full of otherness, through analyzing the novel. They are encouraged to 

write a high-quality research paper on the texts the course assigns and submit it to an appropriate journal. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. Edith Wharton, Summer (1) 

3. Edith Wharton, Summer (2) 

4. Edith Wharton, Summer (3) 

5. Edith Wharton, Summer (4) 

6. Edith Wharton, Summer (5) 

7. Edith Wharton, Summer (6) 

8. Edith Wharton, Summer (7) 

9. Edith Wharton, Summer (8) 

10. Edith Wharton, Summer (9) 

11. Edith Wharton, Summer (10) 

12. Edith Wharton, Summer (11) 

13. Edith Wharton, Summer (12) 

14. まとめ 

 

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

 初回授業にて配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにディスカッションリ

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

発表とは別個の役割である。テクストを精読し、発表者への質問・発表者との討議を行ないつつ、発表内容と自身の準備に基づく

質問をクラスに提示し＇アジェンダ・セッティング（、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自１

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

1. Wharton, Edith. 2001. Ethan Frome & Summer. Modern Library (ISBN:978-0375757280) 
 

参考文献＇Readings（ 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB171 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB171．米文学特殊研究 ７Ａ 

(Studies in American Literature 8A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Sarah Orne Jewett 研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アメリカの文学を精読することで＋その審美的な手触りを確かめるとともに＋ジェンダー・セクシュアリティの歴史的・文化的諸相を

探り＋日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

By reading American literary works, along with experiencing the aesthetic feeling they provide, we will explore the historical and 

cultural aspects of gender and sexuality and cultivate self-expression skills in both Japanese and English. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 为として 19 世紀終盤に活躍した Sarah Orne Jewett であるが、本授業では＋1870 年代に発表された彼女の初期作品も視野に

入れ＋また＋異なるジャンルを横断すべく＋彼女の短編小説＋小説＋詩を取り上げる。Willa Cather の文学的恩師として＋そしてま

た Annie Fields のパートナーとして知られる Jewett を読み解くうえでは＋もちろん＋クィア批評の視点も必要になってくる。とりわけ＋

彼女が20代のときに書いた小説デビュー作であるDeephavenは＋老いの为題をしばしば追求した後期作品とは異なり＋みずみず

しい女性間の交流を描き上げている。The Country of the Pointed Firs の Jewett とはまた一味違った若き女性作家の世界観も見

極めたい。 

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

形式で行うので＋受講者の積極的な発言が期待される。 

 

 Mainly we will cover the activity of Sarah Orne Jewett from the end of the nineteenth century. However, in this class we will also 

look at her early works, which were published in the 1870s. Moreover, we will endeavor to cross into different genres, by 

incorporating her short stories, novels and poems. As we read the works of Jewett, who was Willa Cather‟s former literature 

teacher and also the partner of Annie Fields, it becomes obvious that the perspective of queer criticism is also necessary. In 

particular, her debut novel Deephaven, which she wrote when she was in her 20s is different to her later works in that it presents 

fresh, crisp interchanges between women rather than frequently pursuing the subject of old age, which is common in her later 

works. The intention is to examine the world views of Jewett as a young female writer, that differ slightly from those she had at 

the time of writing The Country of the Pointed Firs. 

 Moreover, please not that using the English presentation from the student appointed to present as the starting point, 

discussion-based classes will be carried out in English during the first half and in Japanese during the second half of the module. 

Therefore, it is expected that students will proactively speak up in class. 

 

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. Jewett の短編小説を読む＇０（ 

3. Jewett の短編小説を読む＇１（ 

4. Jewett の短編小説を読む＇２（ 

5. Jewett の短編小説を読む＇３（ 

6. Deephaven を読む＇０（ 

7. Deephaven を読む＇１（ 

8. Deephaven を読む＇２（ 

9. Deephaven を読む＇３（ 

10. Jewett の詩作品を読む＇０（ 

11. Jewett の詩作品を読む＇１（ 

12. Jewett の批評を読む 

13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し＋それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Sarah Orne Jewett. 2017. Deephaven. Createspace Independent (ISBN:978-1976558269) 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 45 - 

■JB175 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB175．英語学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
チョーサーと「解釈」の概念(I) 

担当者名 

＇Instructor（ 
杉藤 久志(SUGITO HISASHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

チョーサー作品における「解釈」という概念の文学的意義を理解し、それが自分の研究分野にもたらす新たな視点は何であるか、

具体的に論じることができる。 

 

Understand the literary meaning of the concept of “interpretation” in Chaucer‟s literary works and be able to discuss in concrete 

terms a fresh perspective that this concept contributes to one‟s own research field. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

チョーサーのドリーム・ヴィジョン作品のうち、 The Book of the Duchess  を 1 行ずつ精読する。発表者は担当範囲の中英語の

意味を解説し、こちらが提示した为題や自分の問題意識を中心にして考えを述べるという形式で行う。発表中、他の受講者も用

意してきたノートをもとに議題を提案する。 

 

From Chaucer‟s Dream Vision poems, we will carefully read The Book of the Duchess one line at a time. The class format will 

consist of the presenter explaining the meaning of the Middle English from their designated section and presenting their thoughts 

with a focus on the main theme of the section and their personal awareness of the issues raised. During presentations, other 

students will also suggest discussion topics based on notes prepared in advance. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入として 3 つのポイントを確認する。①中英語の作品を読む際に必要な語学的な情報を整理し、②受講生と教員でお互

いの研究上の为題を確認し、③文学批評における为題設定の考え方を解説する。 

2. 受講者全員で、チョーサー作品を読むにあたっての思想、歴史的背景および周辺の文学史についての発表を行う。図書館

で文献を参照すること。受講者数によって異なる場合はあるが、おさえるポイントは以下の２つである。①チョーサーの伝記

的な情報を含む当時のロンドンの宮廷文化、②ウィクリフの論争を含む中世後期のキリスト教思想とボエティウス、③中世

イタリアとフランスの代表的作家とその作品 

3. The Book of the Duchess の ll. 1-100 を精読する。訳の発表者はドリーム・ヴィジョンとはどんな意味を持つ文学ジャンルで

あるのか、簡卖に調べて解説すること。チョーサー以前と以後の同ジャンルについても授業内で軽く触れる。 

4. ll. 101-200 を精読する。発表者は中世におけるオウィディウスの影響について『変身譚』の概要とともに解説する。 

5. ll. 201-300 を精読する。発表者はナレーターが本を読む意味について、与えた批評をもとに考察する。 

6. ll. 301-400 を精読する。発表者は、ナレーターが夢の世界に行くときの描写について、代表的な夢文学の作品と比較するこ

と。 

7. ll. 401-500 を精読する。発表者は宮廷愛という为題の伝統について調べること。 

8. ll. 501-600 を精読する。発表者は夢の中での、聞き手としてのチョーサーの役割について分析すること。 

9. ll. 601-700 を精読する。発表者は中世におけるチェスと文学の関係について説明すること。 

10. ll. 701-800 を精読する。発表者は夢文学と運命論の関係について説明すること。 

11. ll. 801-900 を精読する。発表者はこの作品における運命の役割を分析すること。 

12. ll. 901-1000 を精読する。発表者は本作品の女性の描き方について、特徴的だと思える部分をまとめる。 

13. ll. 1001-1100 を精読する。発表者は夢の中での、聞き手としてのチョーサーの役割についてもう一度分析し、評価すること。 

14. ll. 1101-1200 を精読する。発表者は作中での黒い騎士が作る歌の役割を考えること。 

 

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

1.事前学習として、指定範囲の行にかんする文法や解釈上の疑問点と、自身が議論したい点をノートにメモした上で、授業に参加

すること。発表者はシラバスに指定された为題にも言及しながら解釈を用意してくること。 

2. 復習として、授業中の中世英文学についての議論が、自身の研究上の为題にもたらす視点は何であるか、ノートに残して説明

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. Geoffrey Chaucer, Ed. Kathryn L. Lynch. 2007. Dream Visions and Other Poems. W.W. Norton & Company 

(ISBN:978-0-393-92588-3) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. C. S. Lewis. 1936. The Allegory of Love. Oxford (ISBN:0-19-500343-8) 

2. A.C. Spearing. 1976. Medieval Dream-Poetry. Cambridge (ISBN:978-0521290692) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB176 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB176．英語学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
チョーサーと「解釈」の概念(II) 

担当者名 

＇Instructor（ 
杉藤 久志(SUGITO HISASHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

チョーサー作品における「解釈」という概念の文学的意義を理解し、それが自分の研究分野にもたらす新たな視点は何であるか、

具体的に論じることができる。 

 

Understand the literary meaning of the concept of “interpretation” in Chaucer‟s literary works and be able to discuss in concrete 

terms a fresh perspective that this concept contributes to one‟s own research field. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

チョーサーのドリーム・ヴィジョン作品のうち、The Legend of Good Women を 1 行ずつ精読する。発表者は担当範囲の中英語の

意味を解説し、こちらが提示した为題や自分の問題意識を中心にして考えを述べるという形式で行う。発表中、他の受講者も用

意してきたノートをもとに議題を提案する。 

 

From Chaucer‟s Dream Vision poems, we will carefully read The Legend of Good Women one line at a time. The class format will 

consist of the presenter explaining the meaning of the Middle English from their designated section and presenting their thoughts 

with a focus on the main theme of the section and their personal awareness of the issues raised. During presentations, other 

students will also suggest discussion topics based on notes prepared in advance. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入として,Kathryn Lynch による LGW のイントロダクションを読み、本作の重要な点を確認する。 

2. ll. 1-100 を精読する。発表者は、冒頭で述べられている文学の意義について要点をまとめてくること。 

3. ll. 101-200 を精読する。発表者は、ドリーム・ヴィジョンにおける春の設定について説明すること。 

4. ll. 201-300 を精読する。発表者はバラードというジャンルの伝統について解説すること。 

5. ll. 301-400 を精読する。発表者は、読者の表象として登場する愛の神の立場を分析すること。 

6. ll. 401-500 を精読する。発表者は引き続き、この詩で表現された読者と作者の関係について分析する。 

7. ll. 501-579 を精読する。発表者は、読者が作者の为題を設定する意味を考える。 

8. 中間のまとめとして、受講者たちはプロローグのメタフィクションとしての意義をもう一度整理し、各自の専門とする作家や時

代における文学の価値観と比較する。 

9. ll. 580-653 を精読する。発表者は文学の題材としてのアントニウスとクレオパトラについて概要を説明すること。 

10. ll. 654-705 を精読する。発表者はクレオパトラの話とプロローグの为題に関係はないか、意見を述べること。 

11. ll. 706-801 を精読する。発表者は、オウィディウスにおけるティスベの話の概要を説明すること。 

12. ll. 802-861 を精読する。発表者はティスベとクレオパトラの話の間に为題上の共通点はないか考察すること。 

13. ll. 862-923 を精読する。発表者は、１つの話がプロローグの枠組みと対応している点を考えて述べること。 

14. 期末のまとめとして、受講者は LGW のプロローグが女性たちの話と並べられている構成上の意義について、自身の批評的

な観点から考えを述べる。 

 

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

1.事前学習として、指定範囲の行にかんする文法や解釈上の疑問点と、自身が議論したい点をノートにメモした上で、授業に参加

すること。発表者はシラバスに指定された为題にも言及しながら解釈を用意してくること。 

2. 復習として、授業中の中世英文学についての議論が、自身の研究上の为題にもたらす視点は何であるか、ノートに残して説明

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Geoffrey Chaucer, Ed. Kathryn L. Lynch. 2007. Dream Visions and Other Poems. W.W. Norton & Company (2007 

978-0-393-92588-3) 
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参考文献＇Readings（ 

1. C. S. Lewis. 1936. The Allegory of Love. Oxford (ISBN:0-19-500343-8) 

2. A.C. Spearing. 1976. Medieval Dream-Poetry. Cambridge (ISBN:978-0521290692) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB177 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB177．英語学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
英文法論 

担当者名 

＇Instructor（ 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

記述文法の立場で書かれた英文法書の名詞句構造に関する記述を読み、英語の名詞句内の構造に関して、記述し論じることが

できるようになることがこの授業の目的です。 

 

We will read explanations related to noun phrase structure in an English grammar book written from a descriptive grammar 

standpoint. Becoming able to describe and discuss the structures within English noun phrases is the aim of this class. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Huddleston & Pullum＇編（の The Cambridge Grammar of the English Language ＇ CUP 2002 年（の名詞句構造を扱った箇所をテ

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

 

We will use as our textbook, sections that cover noun phrase structure in The Cambridge Grammar of the English Language 

(Cambridge University Press, 2002) edited by Huddleston and Pullum. In each class student presentations will be carried out on 

the content of the various sections, followed by explanatory comments from the lecturer, Koike. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. Distinctive properties of nouns and NPs 

3. Overview of noun classes and NP structure 

4. Number and countability: Count and Non-Count nouns (1) 

5. Number and countability: Count and Non-Count nouns (2) 

6. Singular and plural nouns 

7. Singular nouns and s-ending 

8. Non-count quantificational nouns 

9. Number agreement and selection within the NP 

10. The determiner function 

11. Quantification: existential quantification, universal quantification, and negation 

12. Quantification: scalar entailments and implicatures(1) 

13. Quantification: scalar entailments and implicatures(2) 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献＇Readings（ 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JB178 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JB178．英語学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
英文法論 

担当者名 

＇Instructor（ 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL6413 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

前期の続き、記述文法の立場で書かれた英文法書の名詞句構造に関する記述を読み、特に冠詞の用法、名詞の修飾語、所有

格構造＇属格構造（に関してテキストを深く読み込み、冠詞の用法、名詞の修飾、所有格構造について記述し論じることが出来る

ようになることが目的です。 

 

Continuing on from the first semester we will read explanations related to noun phrase structure in an English grammar book 

written from a descriptive grammar standpoint. Specifically, reading deeply into areas of the textbook related to article usage, 

noun modifiers and possessive structures (genitive constructions) and then becoming able to descriptively discuss these grammar 

points is the aim here. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Huddleston & Pullum＇編（の The Cambridge Grammar of the English Language ＇ CUP 2002 年（の名詞句構造を扱った箇所をテ

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

 

We will use as our textbook, sections that cover noun phrase structure in The Cambridge Grammar of the English Language 

(Cambridge University Press, 2002) edited by Huddleston and Pullum. In each class student presentations will be carried out on 

the content of the various sections, followed by explanatory comments from the lecturer, Koike. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. The article and the category of definiteness: the definite article "the" 

3. The article and the category of definiteness: the indefinite article "a" 

4. Determiner Phrases 

5. Pre-determiner modifiers 

6. Peripheral modifers 

7. Internal dependents: Complements/Modifiers 

8. Internal dependents: Composite nominals vs compound nouns 

9. Order of elements 

10. Case: nominatives and accusatives 

11. Six types of genitive construction; Genitive pronouns 

12. Subject-determiner genitives 

13. Head and phrasal genitives 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献＇Readings（ 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC127 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC127．日本史演習 １ 

(Seminar in Japanese History 2) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
荘園制支配の史料論的研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

  Students in this course will gain understanding of the basic structure of the manorial system, a property system in the Middle 

Ages of Japan. They will deepen their knowledge of the state of manorial historical materials, particularly documents. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

資料を重視することを通じて、両者の史料的性格についても比較検討を進める。これらの研究をより深化させる方法として、博物

館・資料館などでの原本史料の見学も積極的に組み込む。 

 

  From the viewpoint of urban-rural relationships and the occupational activities of Japanese medieval society under the manorial 

system, the class will examine the content of historical materials and the manner of formation and generational transmission, 

drawing on specific examples. In particular, by emphasizing not only historical materials of manorial lords but also diverse historical 

data left in manorial grounds, the course will compare and examine the historical characteristics of the two. As a method for 

further deepening this research, the course will also actively incorporate study tours to view original materials at museums and 

archives. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 中世荘園の成立① 

文書 

3. 中世荘園の成立② 

文書と記録 

4. 中世荘園の成立③ 

絵図と文書 

5. 荘園支配の形式と实態① 

6. 荘園支配の形式と实態② 

7. 生業活動と負担① 

8. 生業活動と負担② 

9. 開発・再開発の展開① 

10. 開発・再開発の展開② 

11. 荘園の現地支配① 

出土資料＇木簡など（ 

12. 荘園の現地支配② 

文書 

13. 荘園の現地支配③ 

帳簿 

14. まとめ 

 

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

  授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて適宜行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 
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  史料を載せたコピー・プリントを配布するので、テキストは使用しない。 

 

参考文献＇Readings（ 

  授業の進捗にあわせて、適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC128 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC128．日本史演習 ２ 

(Seminar in Japanese History 3) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近世史の諸問題 

担当者名 

＇Instructor（ 
牧原 成征(MAKIHARA SHIGEYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

While organizing and criticizing prior research, students will carefully read early modern Japanese historical materials and learn 

how to construct depictions of history from these. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

 

Participants will prepare research reports using early modern historical materials concerning issues of their own interests, and will 

discuss these as a group. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 基本とする史料群の概要把握０ 

3. 基本とする史料群の概要把握１ 

4. 基本とする史料群の概要把握２ 

5. 先行研究の整理０ 

6. 先行研究の整理１ 

7. 先行研究の整理２ 

8. 関連史料の読解０ 

9. 関連史料の読解１ 

10. 関連史料の読解２ 

11. 論点の展開とまとめ０ 

12. 論点の展開とまとめ１ 

13. 論点の展開とまとめ２ 

14. 総括 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

各回の研究報告(70%)/ディスカッションへの参加度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC129 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC129．日本史演習 ３ 

(Seminar in Japanese History 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近代日本の国民統合とジェンダー 

担当者名 

＇Instructor（ 
加藤 千香子(KATO CHIKAKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ジェンダーと国民統合という視点から日本近代史をとらえる方法について学ぶとともに、それを応用して各自の研究につなげる 

 

Students will study methods for viewing the modern history of Japan from the perspective of gender and national unity, and will 

apply these to their own research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ジェンダー、国民統合という視点から日本近代史をとらえる方法について、テキストをもとにしながら考えるとともに、日本近代史

を従来の「国民史」とは違った視点からとらえることを試みる。また、それを応用し、实際に各自がテーマを立てた研究報告も行

う。 

 

Drawing on texts, students will consider methods for viewing the modern history of Japan from the perspective of gender and 

national unity, and will attempt to view the modern history of Japan from a perspective different from conventional "people's 

history." Students will also apply these methods to deliver research reports on themes they have selected themselves. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 「国民」とジェンダーを対象化するということ ０ 

3. 「国民」とジェンダーを対象化するということ １ 

4. 「帝国」日本の女性像 

5. 性差の科学と良妻賢母为義 

6. 男性史について 

7. 「青年」の構築 

8. 国民統合と家族イデオロギー 

9. 近代日本の「女工」観 

10. 労働政策とジェンダー 

11. ジェンダーからみる日本近代 ＇各自の報告（ ０ 

12. ジェンダーからみる日本近代 ＇各自の報告（ １ 

13. ジェンダーからみる日本近代 ＇各自の報告（ ２ 

14. ジェンダーからみる日本近代 ＇まとめ（ 

 

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

該当箇所のテキスト、参考文献を読み、内容についての要約とコメント＇私見（をまとめておく。報告担当者は、それをレジュメにす

る。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告の内容(50%)/議論への参加(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 加藤千香子、2014、『近代日本の国民統合とジェンダー』、日本経済評論社 (ISBN:ISBN978-4-8188-2297-9) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC130 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC130．日本史演習 ４ 

(Seminar in Japanese History 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
日本現代史料研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本現代史の史料を検討し、歴史研究に関する基礎力の確認と応用力を身につけることを目標とする。 

 

The aim of this course is to examine materials concerning Japanese contemporary history, affirm fundamental abilities related to 

historical research, and acquire practical abilities. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業では、昭和天皇に関する公式記録『昭和天皇实録』＇戦後編（を輪読する。同实録を「歴史史料」として位置づけ、徹底し

た史料批判を行いながら、その史料的価値と問題点を明らかにしていく。そのほか受講生による研究報告についても行う予定で

ある。 

 

This class will engage in group readings of Showatenno jitsuroku (post-war edition), the official records of the Showa Emperor. 

Dealing with these records as historical materials, the course will clarify their value as historical materials and problem areas, while 

engaging in thorough criticism of the historical materials. Research reports by course takers are also planned. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 受講生による報告と質疑応答① 

3. 受講生による報告と質疑応答② 

4. 受講生による報告と質疑応答③ 

5. 受講生による報告と質疑応答④ 

6. 受講生による報告と質疑応答⑤ 

7. 受講生による報告と質疑応答⑥ 

8. 受講生による報告と質疑応答⑦ 

9. 受講生による報告と質疑応答⑧ 

10. 受講生による報告と質疑応答⑨ 

11. 受講生による報告と質疑応答⑩ 

12. 受講生による研究報告と質疑応答① 

13. 受講生による研究報告と質疑応答② 

14. 受講生による研究報告と質疑応答③ 

 

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

この授業では、史料を受講生が分担して報告し、質疑応答を行っていく。報告者は、史料の概要をまとめるだけでなく、関連する

史料や文献についても調査すること。それ以外の受講生についても、各回で検討する史料に必ず目を通しておくこと。詳細は、初

回のオリエンテーションで説明する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告内容(50%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

史料は、担当教員が用意する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 古川隆久・森暢平・茶谷誠一編、2015、『「昭和天皇实録」講義』、吉川弘文館 

2. 豊下楢彦、2015、『昭和天皇の戦後日本』、岩波書店 

その他は授業時に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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初回のオリエンテーションには必ず出席すること。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC132 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC132．東洋史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Asian History 5A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジアの経済史 

担当者名 

＇Instructor（ 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA207「経営史特論０」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

Students will read and understand basic Asia economic history literatures. They will then clarify their research subjects and issue 

awareness. Furthermore, students will discuss among themselves about their research reports to acquire theoretical thinking skill. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を实施する。 

 

Students will read basic literatures and papers on modern Asia economic history. Professor will discuss with students to decide 

literatures and papers to be read, including English literatures. Other than that, students may be asked to report their researches 

at any time. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC133 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC133．東洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Asian History 5B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジアの経済史 

担当者名 

＇Instructor（ 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA208「経営史特論１」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

Students will read and understand basic Asia economic history literatures. They will then clarify their research subjects and issue 

awareness. Furthermore, students will discuss among themselves about their research reports to acquire theoretical thinking skill. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を实施する。 

 

Students will read basic literatures and papers on modern Asia economic history. Professor will discuss with students to decide 

literatures and papers to be read, including English literatures. Other than that, students may be asked to report their researches 

at any time. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC134 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC134．西洋史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Western History 5A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA213「欧州経済史特論０」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

Students will acquire knowledge on Europe economic history and be able to analyze its economic structure. Based on that, 

students will understand problems found in economic history researches and their discussion frameworks. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

を基に解説と議論を行う。受講者の関心にできる限り沿いながらも＋幅広いテーマを設定する。具体的には＋農業＋工業＋商業＋

人口と労働＋貿易と市場＋商人と企業などを予定している。これらのテーマすべてが相互に結びついていることを理解する。 

受講者は授業で与えられた課題＇テーマに関する簡卖なメモないしレジュメの作成＋受講者の研究に関する自由発表（をこなすこ

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

What characteristics and functions does European economy have? In this class, students will learn about that from a historical 

perspective. Students will read carefully specialized literatures, while explaining and discussing them. Whenever possible, 

professor will match students‟ interests. Nevertheless, professor will select wide variety of subjects. Specifically, these subjects 

include agriculture, industry, commerce, population and labor, trade and market, merchant and corporation. Students will 

understand the connections among all these subjects. 

Students must complete assignments given in the class (create simple note or summary on these subjects or free research 

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

3. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

4. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

5. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

6. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

7. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

8. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

9. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

10. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

11. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加＇事前準備・議論への参加（(80%)/発表(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC135 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC135．西洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Western History 5B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA214「欧州経済史特論１」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

Students will acquire knowledge on Europe economic history and be able to analyze its economic structure. Based on that, 

students will understand problems found in economic history researches and their discussion frameworks. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

を基に解説と議論を行う。受講者の関心にできる限り沿いながらも＋幅広いテーマを設定する。具体的には＋農業＋工業＋商業＋

人口と労働＋貿易と市場＋商人と企業などを予定している。これらのテーマすべてが相互に結びついていることを理解する。 

受講者は授業で与えられた課題＇テーマに関する簡卖なメモないしレジュメの作成＋受講者の研究に関する自由発表（をこなすこ

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

What characteristics and functions does European economy have? In this class, students will learn about that from a historical 

perspective. Students will read carefully specialized literatures, while explaining and discussing them. Whenever possible, 

professor will match students‟ interests. Nevertheless, professor will select wide variety of subjects. Specifically, these subjects 

include agriculture, industry, commerce, population and labor, trade and market, merchant and corporation. Students will 

understand the connections among all these subjects. 

Students must complete assignments given in the class (create simple note or summary on these subjects or free research 

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

3. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

4. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

5. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

6. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

7. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

8. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

9. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

10. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

11. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

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

めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加＇事前準備・議論への参加（(80%)/発表(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC143 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC143．日本史特殊研究 １Ａ 

(Studies in Japanese History 2A) 

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) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本中世史に関する研究論文、および中世史料の読解力を向上し、各自の論文作成に向けての準備を促進する。 

 

This course will enhance students' comprehension of medieval historical materials and research papers concerning medieval 

Japanese history, and will promote students' preparations for writing their own theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

①日本中世の法制史料に関する輪読・検討 

②日本中世＇特に院政期・鎌倉期（の研究書・学術論文の合評 

③参加者の研究報告 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について本年度は公家法・寺社法を読むことを検討しているが、具体的に読む史料については初回の授業で参加者とともに相

談し、決定する。また、随時、参加者の研究テーマにそくした研究報告を行う。 なお、並行して、鎌倉末期の日記『花園天皇宸記』

や歴史書『保暦間記』等の輪読を行いながら、鎌倉後期の政治・社会上の変化について議論をするサブゼミを行っていたが、本

年度も实施するかは参加者と相談して決める。 

 

ゼミのやり方としては、毎回、報告者を決めて、分担個所について関連史料・研究文献を調査してもらい、そのレジュメをもとに参

加者全員で討議を行う。とりわけ『大日本史料』のない時期については、相応の関連史料の収集と分析を並行して行う。 

 

②③については、初回に参加者と相談して決定する。 

 

(1) Group reading and investigation concerning legal and historical materials from the Middle Ages of Japan 

(2) Joint reviews of research books and scholarly articles concerning Japan's Middle Ages (particularly the cloistered rule period 

and Kamakura period) 

(3) Research reports by participants 

 

The above three activities are planned. 

 

Regarding (1), reading of laws concerning court nobles, temples, and shrines is under consideration for this academic year. Specific 

historical materials to be read will be discussed with participants and decided in the first session. As appropriate, the course will 

also have participants conduct research reports appropriate to their research themes. While conducting group readings of works 

such as the diary Hanazono tenno shinki from the end of the Kamakura period and the historical document Houryakukanki, the 

course had in parallel held sub-seminars to discuss political and social changes in the latter part of the Kamakura period. Whether 

to do so this academic year as well will be decided in consultation with participants. 

 

As the method of conducting the seminar, in every session the class will determine a reporter who will investigate research 

literature and historical materials related to the area under the reporter's charge. All participants will engage in discussions based 

on that outline. With regard to periods not covered in Dai Nihon Shiryo, suitable related historical materials will be collected and 

analyzed in parallel. 

 

With regard to (2) and (3), these will de decided in the first session in consultation with participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 中世史料輪読＇０（ 

3. 中世史料輪読＇１（ 

4. 中世史料輪読＇２（ 
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5. 中世史料輪読＇３（ 

6. 中世史文献講読＇０（ 

7. 中世史文献講読＇１（ 

8. 中世史文献講読＇２（ 

9. 中世史文献講読＇３（ 

10. 個人研究報告＇０（ 

11. 個人研究報告＇１（ 

12. 個人研究報告＇２（ 

13. 個人研究報告＇３（ 

14. まとめ 

 

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

初回に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の報告(40%)/授業への参加度(40%)/レポート(20%) 

卖位修得のためには、７／％以上の出席を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 黒田俊雄、2015、『寺院法』、集英社 (ISBN:978-4081970209) 

2. 佐藤進一、2001、『中世法制史料集 第 1 巻』、岩波書店 

3. 1972、『中世政治社會思想 上巻』、岩波書店 (ISBN:978-4000700214) 

4. 1981、『中世政治社會思想 下巻』、岩波書店 (ISBN:978-4007305283) 

5. 佐藤進一、2005、『中世法制史料集 第 6 巻』、岩波書店 (ISBN:978-4000013864) 

必要なものはコピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 佐伯真一,高木浩明編、1999、『校本 保暦間記』、和泉書院 (ISBN:978-4870889644) 

授業中に適宜紹介する。 

 

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://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC144 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC144．日本史特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese History 2B) 

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) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本中世史に関する研究論文、および中世史料の読解力を向上し、各自の論文作成に向けての準備を促進する。 

 

This course will enhance students' comprehension of medieval historical materials and research papers concerning medieval 

Japanese history, and will promote students' preparations for writing their own theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

①日本中世の法制史料に関する輪読・検討 

②日本中世＇特に院政期・鎌倉期（の研究書・学術論文の合評 

③参加者の研究報告 

 

以上の三つを行う予定である。 

 

①について本年度は公家法・寺社法を読むことを検討しているが、具体的に読む史料については初回の授業で参加者とともに相

談し、決定する。また、随時、参加者の研究テーマにそくした研究報告を行う。 なお、並行して、鎌倉末期の日記『花園天皇宸記』

や歴史書『保暦間記』等の輪読を行いながら、鎌倉後期の政治・社会上の変化について議論をするサブゼミを行っていたが、本

年度も实施するかは参加者と相談して決める。 

 

ゼミのやり方としては、毎回、報告者を決めて、分担個所について関連史料・研究文献を調査してもらい、そのレジュメをもとに参

加者全員で討議を行う。とりわけ『大日本史料』のない時期については、相応の関連史料の収集と分析を並行して行う。 

 

②③については、初回に参加者と相談して決定する。 

 

(1) Group reading and investigation concerning legal and historical materials from the Middle Ages of Japan 

(2) Joint reviews of research books and scholarly articles concerning Japan's Middle Ages (particularly the cloistered rule period 

and Kamakura period) 

(3) Research reports by participants 

 

The above three activities are planned. 

 

Regarding (1), reading of laws concerning court nobles, temples, and shrines is under consideration for this academic year. Specific 

historical materials to be read will be discussed with participants and decided in the first session. As appropriate, the course will 

also have participants conduct research reports appropriate to their research themes. While conducting group readings of works 

such as the diary Hanazono tenno shinki from the end of the Kamakura period and the historical document Houryakukanki, the 

course had in parallel held sub-seminars to discuss political and social changes in the latter part of the Kamakura period. Whether 

to do so this academic year as well will be decided in consultation with participants. 

 

As the method of conducting the seminar, in every session the class will determine a reporter who will investigate research 

literature and historical materials related to the area under the reporter's charge. All participants will engage in discussions based 

on that outline. With regard to periods not covered in Dai Nihon Shiryo, suitable related historical materials will be collected and 

analyzed in parallel. 

 

With regard to (2) and (3), these will de decided in the first session in consultation with participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 中世史料輪読＇０（ 

3. 中世史料輪読＇１（ 

4. 中世史料輪読＇２（ 
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5. 中世史料輪読＇３（ 

6. 中世史文献講読＇０（ 

7. 中世史文献講読＇１（ 

8. 中世史文献講読＇２（ 

9. 中世史文献講読＇３（ 

10. 個人研究報告＇０（ 

11. 個人研究報告＇１（ 

12. 個人研究報告＇２（ 

13. 個人研究報告＇３（ 

14. まとめ 

 

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

初回に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の報告(40%)/授業への参加度(40%)/レポート(20%) 

卖位修得のためには、７／％以上の出席を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 黒田俊雄、2015、『寺院法』、集英社 (ISBN:978-4081970209) 

2. 佐藤進一、2001、『中世法制史料集 第 1 巻』、岩波書店 

3. 1972、『中世政治社會思想 上巻』、岩波書店 (ISBN:978-4000700214) 

4. 1981、『中世政治社會思想 下巻』、岩波書店 (ISBN:978-4007305283) 

5. 佐藤進一、2005、『中世法制史料集 第 6 巻』、岩波書店 (ISBN:978-4000013864) 

必要なものはコピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 佐伯真一,高木浩明編、1999、『校本 保暦間記』、和泉書院 (ISBN:978-4870889644) 

授業中に適宜紹介する。 

 

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://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC145 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC145．日本史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese History 3A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

る。 

 

The aim of the course is to improve students' ability to comprehend historical materials (printed materials) and research papers 

concerning early modern Japanese history, and to deepen students' understanding of early modern history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

 

Based on participants' situations, the course will consider whether to engage in group readings of historical materials, academic 

papers, or a combination of both. As the ability to read historical materials is a requirement for understanding academic papers, 

the course will emphasize comprehension of such materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読＇０（ 

3. 史料もしくは論文の輪読＇１（ 

4. 史料もしくは論文の輪読＇２（ 

5. 史料もしくは論文の輪読＇３（ 

6. 史料もしくは論文の輪読＇４（ 

7. 史料もしくは論文の輪読＇５（ 

8. 史料もしくは論文の輪読＇６（ 

9. 史料もしくは論文の輪読＇７（ 

10. 史料もしくは論文の輪読＇８（ 

11. 史料もしくは論文の輪読＇０／（ 

12. 史料もしくは論文の輪読＇００（ 

13. 史料もしくは論文の輪読＇０１（ 

14. 史料もしくは論文の輪読＇０２（ 

 

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

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

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC146 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC146．日本史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese History 3B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

る。 

 

The aim of the course is to improve students' ability to comprehend historical materials (printed materials) and research papers 

concerning early modern Japanese history, and to deepen students' understanding of early modern history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

 

Based on participants' situations, the course will consider whether to engage in group readings of historical materials, academic 

papers, or a combination of both. As the ability to read historical materials is a requirement for understanding academic papers, 

the course will emphasize comprehension of such materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読＇０（ 

3. 史料もしくは論文の輪読＇１（ 

4. 史料もしくは論文の輪読＇２（ 

5. 史料もしくは論文の輪読＇３（ 

6. 史料もしくは論文の輪読＇４（ 

7. 史料もしくは論文の輪読＇５（ 

8. 史料もしくは論文の輪読＇６（ 

9. 史料もしくは論文の輪読＇７（ 

10. 史料もしくは論文の輪読＇８（ 

11. 史料もしくは論文の輪読＇０／（ 

12. 史料もしくは論文の輪読＇００（ 

13. 史料もしくは論文の輪読＇０１（ 

14. 史料もしくは論文の輪読＇０２（ 

 

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

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

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC147 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC147．日本史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese History 4A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

に＋各自の研究の進展をはかる。 

 

Students will deepen their understanding of the history of research, state of research, and historical materials pertaining to the 

modern history of Japan, particularly women's history, gender and social movement history, popular history, etc., while working to 

advance their own research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

行った上で議論し＋研究史と近年の研究状況＋史料講読に関して理解を深める。 

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

 

(1) Students will read research findings and historical materials pertaining to the modern history of Japan, particularly women's 

history, gender and social movement history, popular history, etc. They will engage in discussion of reports by designated 

reporters, and will deepen their understanding of the history of research, the state of recent research, and readings of historical 

materials. 

(2) Students will engage in research reports and discussions on their own research themes, and will strive to evolve their research. 

 

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 ＇０（ 

3. 受講生による報告と議論 ＇１（ 

4. 受講生による報告と議論 ＇２（ 

5. 受講生による報告と議論 ＇３（ 

6. 受講生による報告と議論 ＇４（ 

7. 受講生による報告と議論 ＇５（ 

8. 受講生による報告と議論 ＇６（ 

9. 受講生による報告と議論 ＇７（ 

10. 受講生による報告と議論 ＇８（ 

11. 受講生による報告と議論 ＇10（ 

12. 受講生による報告と議論 ＇11（ 

13. 受講生による報告と議論 ＇12（ 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業の最初に受講生と相談の上＋定める。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業内で指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JC148 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC148．日本史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese History 4B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

に＋各自の研究の進展をはかる。 

 

Students will deepen their understanding of the history of research, state of research, and historical materials pertaining to the 

modern history of Japan, particularly women's history, gender and social movement history, popular history, etc., while working to 

advance their own research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

行った上で議論し＋研究史と近年の研究状況＋史料講読に関して理解を深める。 

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

 

(1) Students will read research findings and historical materials pertaining to the modern history of Japan, particularly women's 

history, gender and social movement history, popular history, etc. They will engage in discussion of reports by designated 

reporters, and will deepen their understanding of the history of research, the state of recent research, and readings of historical 

materials. 

(2) Students will engage in research reports and discussions on their own research themes, and will strive to evolve their research. 

 

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 ＇０（ 

3. 受講生による報告と議論 ＇１（ 

4. 受講生による報告と議論 ＇２（ 

5. 受講生による報告と議論 ＇３（ 

6. 受講生による報告と議論 ＇４（ 

7. 受講生による報告と議論 ＇５（ 

8. 受講生による報告と議論 ＇６（ 

9. 受講生による報告と議論 ＇７（ 

10. 受講生による報告と議論 ＇８（ 

11. 受講生による報告と議論 ＇10（ 

12. 受講生による報告と議論 ＇11（ 

13. 受講生による報告と議論 ＇12（ 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業の最初に受講生と相談の上＋定める。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業内で指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JC149 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC149．日本史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese History 5A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

ることを目指す。 

 

Primarily through the reading of historical materials and the assessment of the history of research, this course aims to have 

students understand issues and methods related to research in contemporary Japanese history, and to position their own 

research problems within this. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本現代史におけるミクロ歴史研究を＋どのように目指すべきかという点にテーマを絞って＋ 史料＇可能であれば、日記史料の

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

 

Narrowing down its theme to how to approach micro-historical research in the history of contemporary Japan, the course will 

conduct readings of historical materials (with readings of diaries if possible) and of key documents. In addition, the course will 

provide opportunities for individual reports as appropriate, and advance students' preparations for producing a master's thesis. 

 

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＇０（ 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇１（ 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇２（ 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇３（ 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇４（ 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇５（ 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇６（ 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇７（ 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇８（ 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇０／（ 

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＇００（ 

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＇０１（ 

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＇０２（ 

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＇０３（ 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC150 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC150．日本史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese History 5B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本史特殊研究 5B に引き続き、日本現代史研究に関する課題と方法を＋为に史料講読の講読と研究史把握を通じて理解し＋自

らの研究課題その中に位置づけることを目指す。 

 

Continuing from Studies in Japanese History 5B, this course aims to have students understand issues and methods related to 

research into contemporary Japanese history, primarily through the reading of historical materials and the assessment of the 

history of research, and to position their own research problems within this. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本現代史におけるミクロ歴史研究を＋どのように目指すべきかという点にテーマを絞って＋ 史料＇可能であれば、日記史料の

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

 

Narrowing down its theme to how to approach micro-historical research in the history of contemporary Japan, the course will 

conduct readings of historical materials (with readings of diaries if possible) and of key documents. In addition, the course will 

provide opportunities for individual reports as appropriate, and advance students' preparations for producing a master's thesis. 

 

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＇０（ 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇１（ 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇２（ 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇３（ 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇４（ 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇５（ 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇６（ 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇７（ 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇８（ 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論＇０／（ 

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＇００（ 

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＇０１（ 

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＇０２（ 

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＇０３（ 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC151．東洋史特殊研究 ０Ａ 

(Studies in Asian History 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
古代東アジア・日本出土文字史料研究＇２（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

古代東アジア出土文字史料を検討し、当該地域の文化・政治体制の特色を明らかにする。 

 

This course will examine excavated written materials from ancient East Asia and will elucidate the characteristics of the cultures 

and political systems in the region. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

報告書および関連論文を輪読する。ただし、参加者の興味によって、演習内容を変更することがある。 

 

Students will engage in group reading of reports and related academic papers. However, the content of the seminar is subject to 

change according to participants' interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理＇０（中国 

2. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理＇１（日本 

3. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理＇２（韓国 

4. 集安高句麗碑発見の経緯＇０（ 

5. 集安高句麗碑発見の経緯＇１（ 

6. 集安高句麗碑発見の経緯＇２（ 

7. 集安高句麗碑の拓本写真検討＇０（ 

8. 集安高句麗碑の拓本写真検討＇１（ 

9. 集安高句麗碑の拓本写真検討＇２（ 

10. 集安高句麗碑字体の確認＇０（ 

11. 集安高句麗碑字体の確認＇１（ 

12. 集安高句麗碑字体の確認＇２（ 

13. 集安高句麗碑字体の確認＇３（ 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 2013、『集安高句麗碑』、吉林大学出版会 (ISBN:9787560196572) 

2. 張福有、2014、『集安麻線高句麗碑』、文物出版社 (ISBN:9787501038824) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC152．東洋史特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in Asian History 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
古代東アジア・日本出土文字史料研究＇３（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

古代東アジア出土文字史料を検討し、当該地域の文化・政治体制の特色を明らかにする。 

 

This course will examine excavated written materials from ancient East Asia and will elucidate the characteristics of the cultures 

and political systems in the region. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

古代東アジア・日本出土文字史料研究＇２（を継続して、集安高句麗碑関連論文を輪読する。ただし、参加者の興味によって、演

習内容を変更することがある。 

 

Continuing from Research in Excavated Written Historical Materials in Ancient East Asia and Japan (3), this class will conduct 

group readings of academic papers related to the Ji'an Goguryeo monument. However, the content of the seminar is subject to 

change according to participants' interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 集文氏論文の検討＇０（ 

2. 集文氏論文の検討＇１（ 

3. 望山氏論文の検討＇０（ 

4. 望山氏論文の検討＇１（ 

5. 張福有氏論文の検討＇０（ 

6. 張福有氏論文の検討＇１（ 

7. 張福有氏論文の検討＇２（ 

8. 徐建新氏論文の検討＇０（ 

9. 徐建新氏論文の検討＇１（ 

10. 魏存成氏論文の検討＇０（ 

11. 魏存成氏論文の検討＇１（ 

12. その他関係論文の検討＇０（ 

13. その他関係論文の検討＇１（ 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

2013 年 1 月＋中華人民共和国吉林省集安市麻線郷麻線河の西岸で前年６月に高句麗碑が発見されていたことが報道された 。

この貴重な新発見に学界の反応は早く＋中国では報告書が刊行され ＋韓国では検討会や ＋中国での現地調査とその成果に基

づく研究会が開催され＋日本でも新碑発見の意義と問題点を整理する国際学会が行われた 。本演習では中国語論文を扱うが＋

参加者は他言語の研究論文も読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 2014、『集安麻線高句麗碑』、文物出版会 (ISBN:9787501038824) 

 

参考文献＇Readings（ 

『韓国古代史研究』70「集安高句麗碑特集号」＇韓国古代史学界,2013 年 7 月,公州（ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

『第九回 早稲田大学総合研究機構研究成果報告会 広開土王碑研究 130 年−集安高句麗碑発見と古代東アジア プロフィー
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ル・論文・要旨』＇早稲田大学総合研究機構,2013 年 11 月７日 

 

https://www.waseda.jp/inst/cro/other/2014/03/01/543/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC155．東洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Asian History 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
海域アジア交流史研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA221「東洋史特論０」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course will conduct readings of materials involving history studies of interchange in Asian sea areas in the Song, Yuan, and 

Ming Dynasties, to enable understanding of the effects of movements and interactions on societies and the structure of the Asian 

sea area overall. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

元明代の单海・西洋と中国・イスラーム、東单アジア諸国の関わりを考えます。 

 

The course will conduct readings of Yingya Shenglan by Ma Huan, who accompanied Ming Dynasty Grand Eunuch Zheng He on 

voyages to the Western Oceans (Indian Ocean); it will also read related historical materials and research. The course will consider 

relationships among the South Seas, Western Oceans, China, and Islamic and Southeast Asian countries in the Yuan and Ming 

Dynasties. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導論０９鄭和とその時代 

2. 導論１９『瀛涯勝覧』の史料性と関連資料 

3. 史料講読 その０ 

4. 史料講読 その１ 

5. 史料講読 その２ 

6. 史料講読 その３ 

7. 史料講読 その４ 

8. 考察・議論 その０ 

9. 史料講読 その５ 

10. 史料講読 その６ 

11. 史料講読 その７ 

12. 史料講読 その８ 

13. 史料講読 その 10 

14. 考察・議論 その１ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 馬歡、『瀛涯勝覧』、紀録彙編本 

2. 馬歡、『瀛涯勝覧』、国朝典故本 

3. 張昇、『瀛涯勝覧集』、紀録彙編本 

4. 費信、『星槎勝覧』、紀録彙編本 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 馮承鈞、民国 24 年、『瀛涯勝覧』校注、商務印書館 
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2. 万明、2005、『明鈔本《瀛涯勝覧》校注』、海洋出版社 (ISBN:7-5027-6378-3) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC156．東洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Asian History 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
内陸ユーラシア交流史研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA222「東洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

13，14 世紀における内陸ユーラシア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影響およびユーラシ

ア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course will conduct readings of materials involving history studies of interchange in inland Eurasia in the 13th to 14th 

centuries, to enable understanding of the effects of movements and interactions on societies and the structure of Eurasia overall. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

中国や中央アジアの情報も取り入れ、イランのイルハン朝下で編纂されたペルシア語，アラビア語史料の Tajziyat al-Amsār wa 

Tazjiyat al-A‘sār＇『ワッサーフ史』（やその関連史料・関連研究を講読し、13-14 世紀のユーラシアにおけるイスラーム世界と中

国・海域アジア諸国の関わりを考えます。なお、講読では、İstanbul. Nuruosmaniye Kütüphanesi. n.3207 写本、Ketābkhāneh-ye 

Mellī Malek 3900 写本、Bonbay 石刻本、および Takhrir-e Tarikh-e Vassaf を併読します。 

 

Incorporating information on China and Central Asia, the course will conduct readings of Tajziyat al-Amsār wa Tazjiyat al-A„sār 

(Tārīkḣ-i Waṣṣāf), a historical work in Persian and Arabic compiled under the Ilkhanate in Iran, along with related historical 

materials and research. The course will consider relations among the Islamic world, China, and Asian sea area countries in 13th to 

14th century Eurasia. The course will also conduct readings from the İstanbul. Nuruosmaniye Kütüphanesi. n.3207 manuscript, 

Ketābkhāneh-ye Mellī Malek 3900 manuscript, Bonbay stone engraving, and Takhrir-e Tarikh-e Vassaf. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導論０９ワッサーフとその時代 

2. 導論１９『ワッサーフ史』の史料性と関連資料 

3. 史料講読 その０ 

4. 史料講読 その１ 

5. 史料講読 その２ 

6. 史料講読 その３ 

7. 史料講読 その４ 

8. 考察・議論 その０ 

9. 史料講読 その５ 

10. 史料講読 その６ 

11. 史料講読 その７ 

12. 史料講読 その８ 

13. 史料講読 その 10 

14. 考察・議論 その１ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Wassaf (Shihāb al-Dīn „Abd-Allāh Sharāf Shīrāzī). Tārīkh-e Vassāf. MSS. İstanbul. Nuruosmaniye Kütüphanesi. n.3207.. 

nos'heh-ye khatti 

2. Wassaf (Shihāb al-Dīn „Abd-Allāh Sharāf Shīrāzī). Tārīkh-e Vassāf. MSS. Ketābkhāneh-ye Mellī Malek 3900.. nos'heh-ye 

khatti 

3. Wassaf (Shihāb al-Dīn „Abd-Allāh Sharāf Shīrāzī). 1338/1960.. Tārīkh-e Vassāf al-Hadrah dar Ahvāl-e Salatīn-e Moghūl.. 

sange-neveshti 
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底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Rashīd al-Dīn Fadhl-Allāh Hamadānī. Jāmi' al-Tawārīkh 

2. „Alā al-Din „Atā Malik Juwaynī. Tārīkh-i Jahāngushā 

3. MongGul-un Ni‟uča Tobčiyan 

4. 宋濂等、『元史』 

5. 『大元聖政國朝典章』 

6. 趙世延、虞集等、『経世大典』＇『永楽大典』（ 

7. Marco Polo. Le Devisement dou Monde 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC161．東洋史演習 ０Ａ 

(Seminar in Asian History 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

＇Instructor（ 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

Students will deepen their understanding of issues in Asian history studies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

The course will engage in reports and discussions on issues in Asian history studies. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本演習の進め方について説明 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論＇1（ 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論＇2（ 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論＇3（ 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論＇4（ 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論＇5（ 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論＇6（ 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論＇7（ 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論＇8（ 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論＇9（ 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論＇10（ 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論＇11（ 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論＇12（ 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論＇13（ 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし。 

 

参考文献＇Readings（ 

なし。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

特になし。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC162 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC162．東洋史演習 ０Ｂ 

(Seminar in Asian History 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

＇Instructor（ 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

Students will deepen their understanding of issues in Asian history studies. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

The course will engage in reports and discussions on issues in Asian history studies. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論＇1（ 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論＇2（ 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論＇3（ 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論＇4（ 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論＇5（ 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論＇6（ 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論＇7（ 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論＇8（ 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論＇9（ 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論＇10（ 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論＇11（ 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論＇12（ 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論＇13（ 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論＇14（ 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし。 

 

参考文献＇Readings（ 

なし。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

特になし。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC163 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC163．東洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Asian History 2A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本建築や都市の歴史を通して、日本社会や文化の基礎知識を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Japanese society and culture through the history of Japanese architecture and 

cities. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本建築や都市に関するものを中心に、文献購読を行う。 

発表担当者は分担箇所に関し、内容を要約したレジュメを事前に作成するとともに、授業時に発表を行う。発表後に、検討課題に

関する全体討論を行う。その過程を通して、論文の書き方、論の構成のしかた等、論文を書く上で必要とされる基礎的な技術に

ついて理解を深める。 

 

Literature reading will focus on topics related to Japanese architecture and cities. 

Presentation leaders will prepare outlines that summarize the content of the assigned areas, and will deliver presentations in class. 

A general discussion of the topic for consideration will follow the presentation. Through this process, students will deepen their 

understanding of how to write research papers, along with required basic techniques such as how to structure arguments. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス/授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による発表と全体討論 

3. 受講者による発表と全体討論 

4. 受講者による発表と全体討論 

5. 受講者による発表と全体討論 

6. 受講者による発表と全体討論 

7. 受講者による発表と全体討論 

8. 受講者による発表と全体討論 

9. 受講者による発表と全体討論 

10. 受講者による発表と全体討論 

11. 受講者による発表と全体討論 

12. 受講者による発表と全体討論 

13. 受講者による発表と全体討論 

14. 受講者による発表と全体討論 

 

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

文献を中心に講読をすすめるため、事前に熟読するとともに、発表担当者はしっかりと準備をした上で、授業に臨むこと。  

発表者以外の受講者は、自らの意見や疑問点を整理した上で授業に参加すること。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業で購読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

 

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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■JC164 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC164．東洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Asian History 2B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を＋整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

究状況＋史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each session, 

they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of research, the 

state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス．授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

超域文化学演習０Ａからの継続受講が望ましい。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC165 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC165．東洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Asian History 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
歴史の比較研究方法 

担当者名 

＇Instructor（ 
倉橋 圭子(KURAHASHI KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

歴史的な複数の社会を比較研究する方法を習得する。 

 

Students will learn methods for comparative research on multiple societies in history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

J.ダイアモンド＆J.A.ロビンソン『歴史は实験できるのか』＇2018 年、慶應義塾大学出版会（を为なテキストとして、定性的、定量的

方法を用いた歴史の比較研究法を学ぶ。 

 

Using Natural Experiments of History by J. Diamond and J. A. Robinson (2018, Keio University Press) as the main text, the course 

will study methods of comparative research in history, using qualitative and quantitative methods. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 参加者による発表 

3. 参加者による発表 

4. 参加者による発表 

5. 参加者による発表 

6. 参加者による発表 

7. 参加者による発表 

8. 参加者による発表 

9. 参加者による発表 

10. 参加者による発表 

11. 参加者による発表 

12. 参加者による発表 

13. 参加者による発表 

14. 総括と討論 

 

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

テキストのコピーを事前に配布するので、各自で事前に精読し、必要部分は精査しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および議論貢献度(50%)/発表(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC166 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC166．東洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Asian History 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
海域アジア史の創成 

担当者名 

＇Instructor（ 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深め、プレゼンテーション・文章表現の向上を図る。 

 

The course will examine the history of Asian sea areas based on historical materials. 

The course aims to deepen students' individual themes and improve their expressiveness in presentations and text. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。特に渡海者の視点から、アジア

の歴史を見直し、新たな歴史像が構築できるか、議論を重ねながら検討する。 

あわせて、履修者の研究テーマについて、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

It will also deepen examination through readings of historical materials including Nihon ikkan, covering the period from the Mongol 

Empire to the Qing Dynasty. This course will review the history of Asia, particularly from the perspective of people who crossed 

the sea. Through discussions, it will consider the possibility of constructing a new depiction of history. 

At the same time, the course will advance presentation of ideas, examination of research literature, and comprehension of 

historical materials pertaining to students' research themes. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 履修者の史料読解 

2. 履修者の史料読解 

3. 履修者の史料読解 

4. 渡海者の研究 

5. 渡海者の研究 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 論文構成の討議 

9. 論文構成の討議 

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 『日本一鑑』の読解  

12. 修士論文の執筆に関する質疑応答 

13. 修士論文の執筆に関する相談 

14. 修士論文完成報告会 

 

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

史料読解については、報告者はもちろんのこと、それ以外の履修者も事前に準備すること。 

『日本一鑑』の翻訳原稿は、報告者が報告後に演習における質疑応答を踏まえて加筆・修正を加え、履修者全員に送付するこ

と。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

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

3. 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０・１は無料配布、テキスト２は著者割引にて販売します。 
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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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■JC173 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC173．西洋史特殊研究 １Ａ 

(Studies in Western History 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
西洋古代・中世史セミナー 

担当者名 

＇Instructor（ 
清水 領(SHIMIZU ERI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

０－ フランス語で書かれた歴史文献の意味を理解する。 

１－ 背景を調べながら読む「批判的読解」を練習する。 

 

1. To comprehend the meaning of scientific papers of History written in French. 

2. To practice critical reading while investigating background information. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

古代から中世に関するフランス語の文献を講読する。テキストは初回に出席者と相談して決めるが、一次史料ではなく、研究史を

扱う二次文献になる予定。 

 

Students will read historical papers in French about Ancient history and Medieval history. We will choose the text along with the 

interests of the participants to the courses in the first session. It would be rather scholarly articles of historiography than the 

historical documents. 

 

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（ 

フランス語のテキストを分担して講読するため、０ページ弱の予習が必要。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席 + 講読分担(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは授業中に配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

テキストの内容に応じて紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC174 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC174．西洋史特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Western History 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
中世キリスト教建築 

担当者名 

＇Instructor（ 
樋口 諒＇HIGUCHI RYO（ 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中世においてキリスト教建築がどのように変化・発展してきたのか知り、それらがどのような要因によるものか理解すること。 

 

Students will learn how Christian architecture changed and developed in the Middle Ages, along with the causes underlying these. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ある時代・地域の建築は、それに先立つ建築を受け継ぎつつ成立している。キリスト教建築を例にとれば、ギリシャ・ローマの伝

統を受け継いだ初期キリスト教時代の建築は、ローマ帝国全土へ広がり、後にそれらは様々な理由によってある地域・時代に固

有の特徴を持つようになって、ビザンティン・ロマネスク・ゴシックなどと呼ばれるようになる。本講義では、このような中世のキリス

ト教建築について、それらが先達の建築がどのように受容し、あらたな建築を創出してきたのか学ぶ。 

 

The architecture of a given period and region inherits the architecture that came before it. Taking Christian architecture as an 

example, the architecture of the early Christian period, which inherited Greek and Roman traditions, spread throughout the Roman 

Empire. For various reasons it subsequently came to embody characteristics unique to certain regions and periods, creating what 

are known as the Byzantine, Romanesque, Gothic, and other architectural styles. In these lectures, students will learn how such 

medieval Christian architecture took in its precedents to create new architecture. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシャ・ローマ建築 

3. 初期キリスト教建築 1 

4. 初期キリスト教建築 2 

5. 中期ビザンツ 1 

6. 中期ビザンツ 2 

7. 後期ビザンツ 1 

8. 後期ビザンツ 2 

9. アルメニア・ジョージア 

10. ロマネスク 1＇プレ・ロマネスク（ 

11. ロマネスク 2 

12. ゴシック０ 

13. ゴシック１ 

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、必要に応じて授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の議論貢献度(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に適宜提示する。  

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JC175 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC175．西洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Western History 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
史学理論の諸問題 

担当者名 

＇Instructor（ 
小野寺 拓也(ONODERA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA223「西洋史特論０」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ジェンダー．セクシュアリティ、グローバル・ヒストリー、エゴ・ドキュメント、感情史など、近年の歴史研究で重視されている史学理

論を学び、講読と討論を通して自らの研究との接点を考察する。 

 

Students will learn historical theories that have been emphasized in recent historical research, including theories of 

gender/sexuality, global history, ego-documents, and emotional history, and will examine points of connection with their own 

research through readings and discussions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

方法、理論などを強く意識した優れた文献を講読し、討論する。  

 

Students will read and discuss outstanding literature, with strong awareness of its methods, theories, etc.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 文献講読の報告と討議＇1（  

3. 文献講読の報告と討議＇2（  

4. 文献講読の報告と討議＇3（  

5. 文献講読の報告と討議＇4（  

6. 文献講読の報告と討議＇5（  

7. 文献講読の報告と討議＇6（  

8. 文献講読の報告と討議＇7（  

9. 文献講読の報告と討議＇8（  

10. 文献講読の報告と討議＇9（  

11. 文献講読の報告と討議＇10（  

12. 文献講読の報告と討議＇11（  

13. 文献講読の報告と討議＇12（  

14. まとめ 

 

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

指定された文献をよみ、A4 用紙０枚以内で、疑問点や考えることを書き提出すること。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

討論の参加度(50%)/課題の提出(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 歴史学研究会、2017、『第 4 次現代歴史学の成果と課題〈1〉新自由为義時代の歴史学』、績文堂出版 (ISBN:9784881161319) 

2. 石井香江、2018、『電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか:技術とジェンダーの日独比較社会史』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623080663) 

3. ウーテ・フレーフェルト、2018、『歴史の中の感情 失われた名誉．創られた共感』、東京外国語大学出版会 

(ISBN:9784904575697) 

4. ゼンケ・ナイツェル、ハラルト・ヴェルツァー、2018、『兵士というもの――ドイツ兵捕虜盗聴記録に見る戦争の心理』、みすず書

房 (ISBN:9784622086796) 

5. 羽田正、2016、『地域史と世界史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623071128) 

上記は一例であり、講読文献は参加者との相談によって決定する。 

 

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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■JC176 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC176．西洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Western History 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アメリカ近代史の为要論題と研究動向 

担当者名 

＇Instructor（ 
橋川 健竜(HASHIKAWA KENRYU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
KA224「西洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

19 世紀前半を中心に、18 世紀後半～19 世紀中ごろ＇アメリカ革命から单北戦争直前まで（のアメリカ合衆国史について为要な史

实・トピックと研究動向を学び、近代史独自の論点・視覚とについて、理解を深める。 

 

Students will learn major historical facts, topics, and research trends in history studies of the United States from the late 18th 

century to the middle of the 19th century (from the American Revolution to just before the Civil War), with a focus on the first half 

of the 19th century. Doing so, they will deepen their understanding of issues and viewpoints unique to modern history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

毎週の課題文献について報告をしてもらい、内容を正確に把握するとともに、論点をめぐる議論を行う。各週の報告者は報告レジ

ュメを作成し、受講者全員分を持参すること。 

 

Students will be asked to report on literature on each week's topics and to accurately understand the content. Points of 

contention will be discussed in class. Each week's reporter will create a report outline and bring copies for all participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. アメリカ近代史を再確認する 

3. アメリカ革命の研究動向 

4. 今日のアメリカ革命理解 

5. 大陸史という視座９ボーダーランド論 

6. 公共圏論とアメリカ社会 

7. 経済変革をどうとらえるか９市場革命論 

8. 女性と公共圏 

9. 経済変革をどうとらえるか９資本为義史論へ 

10. 奴隷制度９原典 

11. 奴隷制度と資本为義史 

12. 人種をめぐる枠組みの多様性９1830 年以前 

13. 改革運動９奴隷制廃止運動と政治 

14. 連邦政治の動揺と单北戦争への道 

 

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

各週の報告者は報告レジュメを作成し、参加者全員分を持参する。発表担当者以外も、毎週の課題文献を対象に、史实・研究動

向にかんして把握できない疑問点、また議論の立て方への疑問を挙げてもらうので、そのつもりで予習すること。また、他の週の

課題との比較対照を行うと、復習としても予習としても有効だろう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業での報告および議論への参加(100%) 

授業への出席と報告、議論への参加を重視する。欠席する学生は卖位がつかないので注意すること。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 歴史学研究会、2008、『世界史史料 7 单北アメリカ 先住民の世界から 19 世紀まで』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-026385-6) 

2. イリジャ・グールド、2016、『アメリカ帝国の胎動 ヨーロッパ国際秩序とアメリカ独立』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-2241-5) 

3. ショーン・ウィレンツ、2001、『民衆支配の讃歌 ニューヨーク市と労働者階級の形成 1788—1850＇上下（』、木鐸社 

(4-8332-2294-9, 4-8332-2295-7) 

4. フレデリック・ダグラス、1993、『数奇なる奴隷の半生 フレデリック・ダグラス自伝』、法政大学出版局 (ISBN:4-588-02149-4) 

上記の日本語テキストを読む4週以外の週は、原則として週1本ずつ、英文の学術誌と研究論集から論文を読む。詳細は授業初

回に指示する。電子ジャーナルのデータベースから利用できるものを選ぶ予定。 
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参考文献＇Readings（ 

1. Eric Foner and Lisa McGirr. 2011. American History Now. Temple University Press 

2. Andrew Shankman. 2014. The World of the Revolutionary American Republic: Land, Labor, and the Conflict for a Continent. 
Routledge 
3. Daniel Walker Howe. 2007. What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848. Oxford University Press 
その他の参考文献は授業中に随時指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

課題の大多数は英語文献になるので、英語を最後まで読みきるがんばりを期待します。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC181 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC181．西洋史演習 ０Ａ 

(Seminar in Western History 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

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（ 

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

 

Examination will focus on the reading of texts. The course will give students opportunities for personal reports, aimed at the 

writing of their 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. 個人研究報告＇1（ 

6. 演習＇4（ 

7. 演習＇5（ 

8. 演習＇6（ 

9. 個人研究報告＇2（ 

10. 演習＇7（ 

11. 演習＇8（ 

12. 演習＇9（ 

13. 演習＇10（ 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

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（ 

講義時に案内する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC182 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC182．西洋史演習 ０Ｂ 

(Seminar in Western History 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

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（ 

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

 

Examination will focus on the reading of texts. The course may request personal reports from students, aimed at the writing of 

their 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. 個人研究報告＇1（ 

6. 演習＇4（ 

7. 演習＇5（ 

8. 演習＇6（ 

9. 個人研究報告＇2（ 

10. 演習＇7（ 

11. 演習＇8（ 

12. 演習＇9（ 

13. 演習＇10（ 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

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（ 

講義時に案内する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC183 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC183．西洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Western History 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
西洋中世史料研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

This course aims enable students to read the text of Western medieval historical materials in Latin, with special attention to the 

context. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

 

While engaging in the reading of Western medieval historical materials, participants will deliver research reports as appropriate. 

Texts to be read will be decided in consultation with course participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 演習＇０（ 

3. 演習＇１（ 

4. 演習＇２（ 

5. 演習＇３（ 

6. 演習＇４（ 

7. 演習＇５（ 

8. 演習＇６（ 

9. 演習＇７（ 

10. 演習＇８（ 

11. 演習＇０／（ 

12. 演習＇００（ 

13. 演習＇０１（ 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC184 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC184．西洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Western History 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
西洋中世史料研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

This course aims enable students to read the text of Western medieval historical materials in Latin, with special attention to the 

context. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

 

While engaging in the reading of Western medieval historical materials, participants will deliver research reports as appropriate. 

Texts to be read will be decided in consultation with course participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 演習＇０（ 

3. 演習＇１（ 

4. 演習＇２（ 

5. 演習＇３（ 

6. 演習＇４（ 

7. 演習＇５（ 

8. 演習＇６（ 

9. 演習＇７（ 

10. 演習＇８（ 

11. 演習＇０／（ 

12. 演習＇００（ 

13. 演習＇０１（ 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC185 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC185．西洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Western History 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近現代イギリス史演習 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

研究能力を高める。 

 

Participants will share information of use in Western history studies, focusing on modern and contemporary British history studies. 

Students will enhance their research capabilities, including problem finding, presentation of opinions, academic paper composition, 

and discussions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

る発展の可能性を探る。 

 

As a general rule, the course will ask one participant every session to deliver a research report on issues of personal interest, 

followed by critical examination of the content. Classes will clarify the significance of and problem points in the research 

presented by the reporter and will explore the possibilities for further development of the research, through discussions by all 

participants including the person in charge of the class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入９各回の報告者と＋とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告０  

3. 個別報告１ 

4. 個別報告２ 

5. 個別報告３ 

6. 個別報告４ 

7. 個別報告５ 

8. 個別報告６ 

9. 個別報告７ 

10. 個別報告８ 

11. 個別報告０／ 

12. 個別報告００ 

13. 個別報告０１ 

14. まとめ９学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JC186 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC186．西洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Western History 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近現代イギリス史演習＇１（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

研究能力を高める。 

 

Participants will share information of use in Western history studies, focusing on modern and contemporary British history studies. 

Students will enhance their research capabilities, including problem finding, presentation of opinions, academic paper composition, 

and discussions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

る発展の可能性を探る。 

 

As a general rule, the course will ask one participant every session to deliver a research report on issues of personal interest, 

followed by critical examination of the content. Classes will clarify the significance of and problem points in the research 

presented by the reporter and will explore the possibilities for further development of the research, through discussions by all 

participants including the person in charge of the class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入９各回の報告者と＋とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告０  

3. 個別報告１ 

4. 個別報告２ 

5. 個別報告３ 

6. 個別報告４ 

7. 個別報告５ 

8. 個別報告６ 

9. 個別報告７ 

10. 個別報告８ 

11. 個別報告０／ 

12. 個別報告００ 

13. 個別報告０１ 

14. まとめ９学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JC191 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC191．史学史 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5500 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「史料解釈の方法論」を予定しているが、テーマ

や課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the academic 

discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the basis of 

present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies research 

within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of historical 

studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' own 

narrowly-defined specialties. 

 Specifically, the course will look at a number of classics and recent works on set themes in each semester, and will proceed 

through the preparation of outlines by the person in charge followed by discussions of these. Although "Methodologies for 

Interpretation of Historical Materials" is planned as the theme for the spring semester, the theme and the subject books will be 

decided in the first session in consultation with the course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション９教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. エリオット＋J. H.、2017、『歴史ができるまで――トランスナショナル・ヒストリーの方法』、岩波書店 (ISBN:978-4000292023) 

2. 吉田ゆり子・八尾師 誠・千葉敏之＇編（、2014、『画像史料論―世界史の読み方』、東京外国語大学出版会 

(ISBN:978-4904575321) 

3. 鶴島博和・春田直紀＇編（、2008、『日英中世史料論』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818819924) 

4. バーク＋P.、2007、『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』、中央公論美術出版 

(ISBN:978-4805505489) 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC192 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JC192．史学史 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS5500 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

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

テーマや課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the academic 

discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the basis of 

present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies research 

within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of historical 

studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' own 

narrowly-defined specialties. 

 Specifically, the course will look at a number of classics and recent works on set themes in each semester, and will proceed 

through the preparation of outlines by the person in charge followed by discussions of these. Although "Nations and Nationalism" 

is planned as the theme for the fall semester, the theme and the subject books will be decided in the first session in consultation 

with the course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション９教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. A. スミス、2018、『ナショナリズムとは何か (ちくま学芸文庫) 』、筑摩書房 (ISBN:978-4480098733) 

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

3. E. ホブズボウム．T. レンジャー＇編（、1992、『創られた伝統』、紀伊国屋書店 (ISBN:978-4314005722) 

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

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC701 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録．修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

＇Instructor（ 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

小澤 实(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
０卖位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS6510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
2014 年度以前入学者は科目コード登録すること＇JC701（ 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文作成に向けてテーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for setting themes and of advancing research in the writing of their master's 

degree theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

 

First-year students will deliver research reports on the setting of themes while second-year and higher students will deliver 

research reports on themes already established. Students will then receive guidance, following questions and answers among the 

course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be determined in the first 

session. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究発表０ 

2. 研究発表１ 

3. 研究発表２ 

4. 研究発表３ 

5. 研究発表４ 

6. 研究発表５ 

7. 研究発表６ 

8. 研究発表７ 

9. 研究発表８ 

10. 研究発表０／ 

11. 研究発表００ 

12. 研究発表０１ 

13. 研究発表０２ 

14. 研究発表０３ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業態度(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JC702 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

自動登録．修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

＇Instructor（ 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

小澤 实(OZAWA MINORU) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

佐藤 雄基(SATO YUKI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
０卖位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS6510 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
2014 年度以前入学者は科目コード登録すること＇JC702（ 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文作成に向けて研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for advancing research aimed at the writing of their master's degree theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める。 

 

First-year students will deliver research reports on themes already established while second-year and higher students deliver 

conceptual presentations on their master's degree theses. Students will then receive guidance, following questions and answers 

among the course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be determined 

in the first session. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究発表０ 

2. 研究発表１ 

3. 研究発表２ 

4. 研究発表３ 

5. 研究発表４ 

6. 研究発表５ 

7. 研究発表６ 

8. 研究発表７ 

9. 研究発表８ 

10. 研究発表０／ 

11. 研究発表００ 

12. 研究発表０１ 

13. 研究発表０２ 

14. 研究発表０３ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業態度(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD151．地域社会研究方法論 Ａ 

(Method of Area Studies A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
合同ゼミナール 

担当者名 

＇Instructor（ 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS6610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

すかを具体的に検討する。 

 

  From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting regional 

research, and will specifically examine how to put those into practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

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

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

ならず出席すること。 

 

  In the class, students will deliver presentations in line with their interests and current research themes. Multiple related faculty 

members and all graduate students in the course will attend to comment and engage in discussions. Presenters will be expected to 

demonstrate persuasiveness in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., so that 

presentations will conform to oral presentations in academic meetings or study groups. 

  The order of students' presentations will be determined with consideration of the introduction of faculty graduation theses by 

new graduate students, the schedules of students planning to write master's theses this academic year, field work schedules, the 

schedules of the research meets of academic societies, etc. Students are expected to attend the first session, as the 

presentation schedule for the semester (and partially for the year) will be decided. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  ０  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  １ 

4. 大学院生による発表と議論  ２ 

5. 大学院生による発表と議論  ３ 

6. 大学院生による発表と議論  ４ 

7. 大学院生による発表と議論  ５ 

8. 大学院生による発表と議論  ６ 

9. 大学院生による発表と議論  ７ 

10. 大学院生による発表と議論  ８ 

11. 大学院生による発表と議論  ０／ 

12. 大学院生による発表と議論  ００ 

13. 大学院生による発表と議論  ０１ 

14. 大学院生による発表と議論  ０２ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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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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■JD152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD152．地域社会研究方法論 Ｂ 

(Method of Area Studies B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
合同ゼミナール 

担当者名 

＇Instructor（ 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

橋本 栄莉＇HASHIMOTO ERI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS6610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

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

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

 

From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting regional 

research, and will specifically examine how to put those into practice. Graduate students who took Method of Area Studies A in 

the spring semester continue on to this class to deepen their studies. Therefore, students expected to continue on to this course 

from Method of Area Studies A in the spring semester. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

Course takers will deliver presentations on their current research themes of interest. Multiple related faculty members and all 

graduate students in the course will attend to engage in discussions. Presenters will be expected to demonstrate persuasiveness 

in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., so that presentations will conform to oral 

presentations in academic meetings or study groups. Adjusting the class schedule as required, the course will aim to enhance the 

content of students' master's degree theses, submissions to academic journals, and presentations in study groups. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  ０ 

3. 大学院生による発表と議論  １ 

4. 大学院生による発表と議論  ２ 

5. 大学院生による発表と議論  ３ 

6. 大学院生による発表と議論  ４ 

7. 大学院生による発表と議論  ５ 

8. 大学院生による発表と議論  ６ 

9. 大学院生による発表と議論  ７ 

10. 大学院生による発表と議論  ８ 

11. 大学院生による発表と議論  ０／ 

12. 大学院生による発表と議論  ００ 

13. 大学院生による発表と議論  ０１ 

14. 大学院生による発表と議論  ０２ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD155．地理学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Geography 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 清海(YAMASHITA KIYOMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5600 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

This course aims to have students acquire perspectives and methods for research in human geography, taking China and overseas 

Chinese communities as examples. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

する研究成果のプレゼンテーションおよびレポートの提出を求める。 

 

The course will investigate the relationship between China and Chinese communities in Japan and elsewhere overseas, taking 

specific themes (such as Chinatown) and regions as examples. The course will make use of photos and videos, drawing on the field 

work experience of the faculty member in charge. Students will also be required to conduct presentations and submit reports on 

their research findings concerning specific issues. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス  

2. 華人社会の見方＇1（ エスニック地理学 

3. 華人社会の見方＇2（ 華僑と華人＋老華僑と新華僑 

4. 日本の華人社会＇1（ 横浜中華街 

5. 日本の華人社会＇2（ 神戸单京町＋長崎新地中華街 

6. 日本の華人社会＇3（ 池袋チャイナタウンの形成と変容 

7. 日本の華人社会＇4（ 池袋チャイナタウンのエスニック・ビジネス 

8. 海外の華人社会＇1（ 東单アジア 

9. 海外の華人社会＇2（ アメリカ 

10. 海外の華人社会＇3（ ヨーロッパ＋その他 

11. 中国の僑郷＇華僑の故郷（ 

12. 受講生による研究課題の発表＇1（ 第 1 グループ 

13. 受講生による研究課題の発表＇2（ 第 2 グループ 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

 

参考文献＇Readings（ 

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

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

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

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

5. 山下清海、2019、『世界のチャイナタウンの形成と変容』、明石書店 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://qing-hai.org ＇担当教員の HP（ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD156．地理学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Geography 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 清海(YAMASHITA KIYOMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5600 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

This course aims to have students acquire perspectives and methods for research in human geography, taking ethnic communities 

in Japan and elsewhere overseas (especially in Asia) as examples. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

 

The course make use of photos and videos, drawing on the field work experience of the faculty member in charge concerning 

ethnic communities in Japan and overseas (especially in Asia). Students will also be required to conduct presentations and submit 

reports on their research findings concerning specific issues. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス  

2. エスニック地理学の視点と方法 

3. エスニック集団の適応戦略 

4. エスニック集団の住み分け 

5. エスニック・ビジネス 

6. 日本のエスニック社会＇1（ 華人社会 

7. 日本のエスニック社会＇2（ コリア社会 

8. 日本のエスニック社会＇3（ その他のエスニック集団 

9. 世界のエスニック社会＇1（ 東单アジア 

10. 世界のエスニック社会＇2（ 中国 

11. 世界のエスニック社会＇3（ その他の地域 

12. 受講生による研究課題の発表＇1（ 第 1 グループ 

13. 受講生による研究課題の発表＇2（ 第 2 グループ 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

 

参考文献＇Readings（ 

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

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

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

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

5. 山下清海、2019、『世界のチャイナタウンの形成と変容』、明石書店 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://qing-hai.org ＇担当教員の HP（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD163 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD163．文化人類学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
民族誌 

担当者名 

＇Instructor（ 
阿单 透(ANAMI TOORU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5600 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

民俗学の研究から学ぶ 

 

Learning from research into folklore studies 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

本民俗学』の研究動向号を講読し、民俗学から何を得られるかを議論する。 

 

Japanese folklore studies is a valid field of research for studying Japanese culture and Japanese society. In this class, students 

will study a wide range of research areas and research methods within folklore studies, regardless of whether folklore studies are 

their major subject. Specifically, students will first read the issue on research trends in the journal Nihon-Minzokugaku of The 

Folklore Society of Japan, and discuss what can be obtained from folklore studies. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 講読 

3. 講読 

4. 発表 

5. 講読 

6. 講読 

7. 発表 

8. 講読 

9. 講読 

10. 発表 

11. 講読 

12. 講読 

13. 発表 

14. 授業のまとめ 

 

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

各回の指定文献を講読し、議論のための準備をきちんと行っておくこと 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告内容(75%)/授業態度(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは第０回授業時に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD164 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD164．文化人類学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Cultural Anthropology 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
民族誌 

担当者名 

＇Instructor（ 
阿单 透(ANAMI TOORU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5600 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

民俗学の研究から学ぶ 

 

Learning from research into folklore studies 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

かにかかわらず、民俗学の研究領域と研究方法について幅広く学んでいく。具体的には、春学期の２Ａに引き続き、日本民俗学

会の学会誌『日本民俗学』から重要論文を講読し、民俗学から何を得られるかを議論する予定であるが、受講生の関心により多

尐の変更をする可能性もありうる。 

 

Japanese folklore studies is a valid field of research for studying Japanese culture and Japanese society. In this class, students 

will study a wide range of research areas and research methods within folklore studies, regardless of whether folklore studies are 

their major subject. Specifically, continuing from 3A in the spring semester, the course plans to have students read key research 

papers in the journal Nihon-Minzokugaku of The Folklore Society of Japan, then discuss what can be obtained from folklore 

studies. However, the content may change somewhat in accordance with the interests of course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 講読 

3. 講読 

4. 発表 

5. 講読 

6. 講読 

7. 発表 

8. 講読 

9. 講読 

10. 発表 

11. 講読 

12. 講読 

13. 発表 

14. 授業のまとめ 

 

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

各回の指定文献を講読し、議論のための準備をきちんと行っておくこと 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告内容(75%)/授業態度(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストは第０回授業時に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD167 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他．地域社会調査演習 Ａ 

(Regional Surveys A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
国内フィールドワーク 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5630 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

人文地理学、文化人類学、民俗学などの手法を援用し、实際にフィールドワークを行い、データを収集して实証的に解明すること

で、地域研究を進める力を養う。 

 

By conducting actual fieldwork assisted by methods of human geography, cultural anthropology, folklore studies, etc. and by 

collecting and empirically elucidating data, students will cultivate the ability to conduct regional 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１泊２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、

各自の興味関心をもとに予備調査を实施し、夏季休業もしくは秋学期中に实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 conduct preliminary studies based on students' own interests, with Tsukechi-cho in Nakatsugawa, Gifu Prefecture, as 

the planned field site. Students will advance preparations for main studies 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０．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１．同上 

5. 研究発表２．同上 

6. 研究発表３．同上 

7. 研究発表４．同上 

8. 研究発表５．同上 

9. 研究発表６．同上 

10. 研究発表７．同上 

11. 研究発表８．同上 

12. 現地調査０．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１．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。 

 

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)（ 
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地域社会調査演習 A＇春学期（の受講者は、続けて地域社会調査演習 B＇秋学期（と接続して履修することが期待されている。 

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

ガイダンスに必ず出席すること。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD168 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

その他．地域社会調査演習 Ｂ 

(Regional Surveys B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
国内フィールドワーク 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5630 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

フィールドワークで得た多様なデータを解析し、实証論文にまとめるための理論と方法を習得する。 

 

Students will analyze varied data obtained through fieldwork, and will learn theories and methods for summarizing the data in 

empirical research papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

地域社会調査演習 A＇春学期（の予備調査の結果をふまえて、夏期休業もしく秋学期中に２泊３日の予定で、岐阜県中津川市付

知町＇予定（をフィールドに各自のテーマに即して本調査を实施する。そして、その成果を報告書にまとめる。 

 

Based on the findings of the preliminary studies performed in Regional Surveys A (spring semester), the course will schedule a 

4-day, 3-night program during the summer vacation period or fall semester to perform main studies in line with students' themes, 

with Tsukechi-cho in Nakatsugawa, Gifu Prefecture, as the planned 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０．本調査のテーマと实施計画などを、全体討論を経て決定する。 

3. 本調査の準備１．同上 

4. 現地調査０．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１．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２．同上 

7. 現地調査３．同上 

8. 報告書作成０．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１．同上 

10. 報告書作成２．同上 

11. 報告書作成３．同上 

12. 報告書作成４．同上 

13. 報告書作成５．同上 

14. 報告書作成６．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、地域社会調査演習Ａ＇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、春学期の地域社会調査演

習 A と接続して履修することが期待されている。 
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この科目は「その他登録」なので、春学期の地域社会調査演習 A の初回授業に出席して、地域社会調査演習 A および B の履修

申請をする必要がある。 履修希望者は春学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（ 

 

 

  



 - 128 - 

■JD169 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD169．地理学演習 ０Ａ 

(Seminar in Geography 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
地域研究論 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

る。また＋論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. Due 

to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1B. 

 

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＇０（ 

3. 参加者による報告＇１（ 

4. 参加者による報告＇２（ 

5. 参加者による報告＇３（ 

6. 参加者による報告＇４（ 

7. 参加者による報告＇５（ 

8. 参加者による報告＇６（ 

9. 参加者による報告＇７（ 

10. 参加者による報告＇８（ 

11. 参加者による報告＇０／（ 

12. 参加者による報告＇００（ 

13. 参加者による報告＇０１（ 

14. 参加者による報告＇０２（ 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い＋関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

授業において適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD170 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD170．地理学演習 ０Ｂ 

(Seminar in Geography 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
地域研究論 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

る。また＋論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

力や＋論文執筆能力の向上を図る。なお＋科目の性格上＋地理学演習 1A とともに受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. Due 

to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1A. 

 

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＇０（ 

3. 参加者による報告＇１（ 

4. 参加者による報告＇２（ 

5. 参加者による報告＇３（ 

6. 参加者による報告＇４（ 

7. 参加者による報告＇５（ 

8. 参加者による報告＇６（ 

9. 参加者による報告＇７（ 

10. 参加者による報告＇８（ 

11. 参加者による報告＇０／（ 

12. 参加者による報告＇００（ 

13. 参加者による報告＇０１（ 

14. 参加者による報告＇０２（ 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い＋関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

授業において適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD171 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD171．地理学演習 １Ａ 

(Seminar in Geography 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
地域史研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

く。 

 

Primarily from the perspective of regional studies, students will deepen their awareness of contemporary issues in the world and 

Japan, analyze these, and refine methods to explain and describe them logically. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

る諸問題を考察する。 

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In particular, 

the course will consider the problems faced by societies that have undergone colonization since modern times. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

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

科目の性格上、秋学期「地理学演習１Ｂ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD172 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD172．地理学演習 １Ｂ 

(Seminar in Geography 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
地域史研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

く。 

 

Primarily from the perspective of regional studies, students will deepen their awareness of contemporary issues in the world and 

Japan, analyze these, and refine methods to explain and describe them logically. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

る諸問題を考察する。 

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In particular, 

the course will consider the problems faced by societies that have undergone colonization since modern times. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

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

科目の性格上、春学期「地理学演習１Ａ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD173 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD173．文化人類学演習 ０Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
民族文化論 

担当者名 

＇Instructor（ 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

受講者自身の調査結果を題材にして、おもに移民社会全般に通じる議論をおこなう。 

 

Drawing on course takers' own investigation findings, the course will engage in discussions primarily on immigrant society overall. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

受講者は適切なレジメを用意して議論を提起できるように準備する。テキストとして参照する論文は必要に応じてコピーで提供す

る。 

 

Course takers will create appropriate outlines and prepare to raise discussion points. Copies of research papers for use as 

reference texts will be provided as necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 移住の背景０ 

3. 移住の背景１ 

4. 移住の背景２ 

5. 移住の背景３ 

6. 現今の移動の特徴０ 

7. 現今の移動の特徴 １ 

8. 現今の移動の特徴 ２ 

9. 移住先と故地 ０ 

10. 移住先と故地 １ 

11. 移住先と故地 ２ 

12. 開発と移動０ 

13. 開発と移動１ 

14. まとめ 

 

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

  受講生のイニシアティブ、適切な雑誌論文の提供を期待する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業中の議論(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

上記の授業の内容の項を参照。 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD174 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD174．文化人類学演習 ０Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
民族文化論 

担当者名 

＇Instructor（ 
橋本 栄莉＇HASHIMOTO ERI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本講義の目標は、民族誌の精読を通じて、他者の社会を描く技法を学び、自身の研究の問いを深化させることである。 

 

These lectures aim to have students learn techniques for depicting the societies of others and deepen questions concerning their 

own research, through careful reading of ethnographic journals. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

フィールドワークにおいて、我々はしばしば「不可視なもの」――人間の信念や情動、精霊や妖術、为体、時間、予知、希望など

――が、フィールドの現实を構築している場面に遭遇する。それらは、われわれの理解のエラーを引き起こすとともに、われわれ

が自明視してきた自．他区分をはじめとする概念枠組みや境界に疑問を呈することがある。「不可視なもの」を観察するには、一

体どのようなデータを収集し、それらをどのような観点から分析をする必要があるのだろうか。本講義ではこれらのテーマに関連

する民族誌を中心に輪読と討論を行う。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて、授業内で相談しながら決

定する。 

 

In fieldwork, researchers often encounter scenes in which invisible things - human beliefs and emotions, spirits and sorcery, 

entities, time, foresight, hopes, etc. - compose the reality of the field. These create errors in our understanding, and may also lead 

to doubts over conceptual frameworks and boundaries that we have considered to be self-evident, such as division between the 

self and others. What sort of data must be collected to observe these invisible things, and from what perspectives should it be 

analyzed? This course will conduct group readings and discussions centered on ethnography journals involving these themes. The 

literature for group readings and the content of lectures will be decided through consultation in classes, according to the interests 

of course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 民族誌の読解と議論＇０（ 

3. 民族誌の読解と議論＇１（ 

4. 民族誌の読解と議論＇２（ 

5. 民族誌の読解と議論＇３（ 

6. 民族誌の読解と議論＇４（ 

7. 民族誌の読解と議論＇５（ 

8. 民族誌の読解と議論＇６（ 

9. 民族誌の読解と議論＇７（ 

10. 学生による研究発表＇０（ 

11. 学生による研究発表＇１（ 

12. 学生による研究発表＇２（ 

13. 学生による研究発表＇３（ 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキスト＇民族誌（を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

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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■JD175 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD175．文化人類学演習 １Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化環境論 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・实践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological points 

of view. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

析手法を学ぶ。 

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

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out presentations 

every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 文化研究の課題と展望０．文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望１．同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー０．各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー１．同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー２．同上 

6. データ収集方法の検討０．各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討１．同上 

8. データ収集方法の検討２．同上 

9. 分析方法の検討０．各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討１．同上 

11. 分析方法の検討２．同上 

12. 空間的表現と説明０．各自の発表と議論 

13. 空間的表現と説明１．同上 

14. 空間的表現と説明２．同上 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD176 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD176．文化人類学演習 １Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化環境論 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・实践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological points 

of view. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

析手法を学ぶ。 

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

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out presentations 

every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 研究課題の発展と研究整理０．文献紹介と説明 

2. 研究課題の発展と研究整理１．各自の発表と議論 

3. 研究課題の発展と研究整理２．同上 

4. 関連分野の分析方法の応用０．文献紹介と説明 

5. 関連分野の分析方法の応用１．各自の発表と議論 

6. 関連分野の分析方法の応用２．同上 

7. 研究史の再構築０．文献紹介と説明 

8. 研究史の再構築１．各自の発表と議論 

9. 研究史の再構築２．同上 

10. 課題論文発表０．文献紹介と説明 

11. 課題論文発表１．各自の発表と議論 

12. 課題論文発表２．同上 

13. まとめと今後の展望０．同上 

14. まとめと今後の展望１．同上 

 

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

専門論文を多く読み自らの研究史を整理する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JD177 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD177．超域文化学演習 ０Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultura Studies 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
建築文化論 

担当者名 

＇Instructor（ 
服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本建築や都市の歴史を通して、日本社会や文化の基礎知識を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Japanese society and culture through the history of Japanese architecture and 

cities. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本建築や都市に関するものを中心に、文献購読を行う。 

発表担当者は分担箇所に関し、内容を要約したレジュメを事前に作成するとともに、授業時に発表を行う。発表後に、検討課題に

関する全体討論を行う。その過程を通して、論文の書き方、論の構成のしかた等、論文を書く上で必要とされる基礎的な技術に

ついて理解を深める。 

 

Literature reading will focus on topics related to Japanese architecture and cities. 

Presentation leaders will prepare outlines that summarize the content of the assigned areas, and will deliver presentations in class. 

A general discussion of the topic for consideration will follow the presentation. Through this process, students will deepen their 

understanding of how to write research papers, along with required basic techniques such as how to structure arguments. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス/授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による発表と全体討論 

3. 受講者による発表と全体討論 

4. 受講者による発表と全体討論 

5. 受講者による発表と全体討論 

6. 受講者による発表と全体討論 

7. 受講者による発表と全体討論 

8. 受講者による発表と全体討論 

9. 受講者による発表と全体討論 

10. 受講者による発表と全体討論 

11. 受講者による発表と全体討論 

12. 受講者による発表と全体討論 

13. 受講者による発表と全体討論 

14. 受講者による発表と全体討論 

 

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

文献を中心に講読をすすめるため、事前に熟読するとともに、発表担当者はしっかりと準備をした上で、授業に臨むこと。  

発表者以外の受講者は、自らの意見や疑問点を整理した上で授業に参加すること。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業で購読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

 

参考文献＇Readings（ 

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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■JD178 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD178．超域文化学演習 ０Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
建築文化論 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を＋整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

究状況＋史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each session, 

they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of research, the 

state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス．授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

超域文化学演習０Ａからの継続受講が望ましい。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD179 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD179．超域文化学演習 １Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
芸能論 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

告・発表などにより、論文作成やプレゼンテーションの訓練も行なう。 

 

The course aims to provide participants with fundamental knowledge concerning their areas of interest in East Asian performance. 

Training for research paper production and presentation will also take place through collection of materials, analysis, reporting, and 

presentations. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

域文化学演習 2B も併せて受講することが望ましい。 

 

Participants will perform collection and analysis of literature and materials relevant to their subjects of interest, and will deliver 

reports on the attributes of the subject matter and on their consideration of underlying society and people's lifestyles. While 

classes will center on students' own reports and overall discussion, the course will also provide opportunities to perform reading, 

analysis, and critique of literary materials shared by all, as well as theater appreciation and dramatic criticism. Due to the nature of 

the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2B in the 

fall semester. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション＇０（ 

3. 参加者による報告とディスカッション＇１（ 

4. 参加者による報告とディスカッション＇２（ 

5. 参加者による報告とディスカッション＇３（ 

6. 参加者による報告とディスカッション＇４（ 

7. 参加者による報告とディスカッション＇５（ 

8. 参加者による報告とディスカッション＇６（ 

9. 参加者による報告とディスカッション＇７（ 

10. 参加者による報告とディスカッション＇８（ 

11. 参加者による報告とディスカッション＇10（ 

12. 参加者による報告とディスカッション＇11（ 

13. 参加者による報告とディスカッション＇12（ 

14. 参加者による報告とディスカッション＇13（ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告・ディスカッションの内容(80%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JD180 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JD180．超域文化学演習 １Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
芸能論 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS5610 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

料・データの収集・分析などを行う。 

 

Participants will set themes according to their own interests in East Asian performance, research these in detail, and engage in 

the collection and analysis of materials and data required for the writing of a research paper. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

格上、春学期の超域文化学演習 2A に引き続き受講することが望ましい。 

 

Participants will investigate prior research and collect and analyze materials and data concerning the themes they have set, within 

the category of East Asian performance. Through their own research reports, presentations, and general discussions, students will 

deepen their own research and learn techniques for writing research papers. Due to the nature of the subject, students are 

recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A in the spring semester. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション＇０（ 

3. 参加者による報告とディスカッション＇１（ 

4. 参加者による報告とディスカッション＇２（ 

5. 参加者による報告とディスカッション＇３（ 

6. 参加者による報告とディスカッション＇４（ 

7. 参加者による報告とディスカッション＇５（ 

8. 参加者による報告とディスカッション＇６（ 

9. 参加者による報告とディスカッション＇７（ 

10. 参加者による報告とディスカッション＇８（ 

11. 参加者による報告とディスカッション＇10（ 

12. 参加者による報告とディスカッション＇11（ 

13. 参加者による報告とディスカッション＇12（ 

14. 参加者による報告とディスカッション＇13（ 

 

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

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

た、必要に応じて实演の实見や实践者・関係者へのインタビュー調査など、一次資料の収集にも努めること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JF101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF101．教育哲学特殊研究 

(Studies in Philosophy of Education) 

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（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

Students will consider the fundamental issues of educational philosophy, “At its heart, what is education to people?,” through 

presentations and literature readings. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱います。基本的に受講者それぞれによる発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書としてティ

ム・インゴルドの新著を挙げておきますが、受講者から共同して文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げま

す。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

Students will consider “what is education?” philosophically. The class will deal with themes such as educational philosophy, the 

principles of educational policies, educational ethics, morality education, and the philosophy of special support education. Basically, 

the course will proceed focusing on various student presentations and discussions. Tim Ingold‟s new book will be used as the 

textbook, and in cases where students want to carry out group literature readings, those will also be incorporated. Also, 

presentations related to master‟s theses will be carried out regularly. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション９講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表＇０（ 

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＇０／（ 

12. 受講者による発表＇００（ 

13. 受講者による発表＇０１（ 

14. 受講者による発表＇０２（ 

15. 受講者による発表＇０３（ 

16. 受講者による発表＇０４（ 

17. 受講者による発表＇０５（ 

18. 受講者による発表＇０６（ 

19. 受講者による発表＇０７（ 

20. 受講者による発表＇０８（ 

21. 受講者による発表＇１／（ 

22. 受講者による発表＇１０（ 

23. 受講者による発表＇１１（ 

24. 受講者による発表＇１２（ 

25. 受講者による発表＇１３（ 

26. 受講者による発表＇１４（ 

27. 受講者による発表＇１５（ 

28. まとめとふりかえり 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Ingold, Tim. 2018. Anthropology and/as education. Routledge (ISBN:978-0-415-78654-6) 

テキストは参加者の要望で決定します。プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF102．日本教育史特殊研究 

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

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
戦争に至る教育の道程，「近代学校」批判の系譜として， 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

＇Semester（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
週１時限開講 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本近代教育史の基礎的理解に努めつつ、大正自由教育から戦時下錬成教育にかけての 1930年代における諸問題を中心とし

ながら＋教育史研究の課題と方法とを批判的に検討していきたい。 

 

Students will endeavor to develop a basic understanding of Japanese modern educational history focusing on the various issues 

from Taisho-era free education to wartime training education in the 1930s, and critically considering topics and methods of 

educational history research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

明治後期に定型化した「近代学校」は現代に至るまでの学校の基底となっている。その性格を確認すると同時に、その批判的展

開を大正自由教育から戦時下錬成教育において考察する。戦争に至る教育の道程を教育实践史研究として取り上げ、事例とし

て教育県長野での展開や信濃教育会の果たした役割と機能とに注目する。なお、参加者の希望も取り入れて柔軟に運営してい

きたい。 

 

The “modern school” that was formulated in the second half of the Meiji period has provided the basis for schools up until current 

times. While checking its characteristics, students will also consider the critical development of education from Taisho-era free 

education to wartime training education. The class will deal with the process of development of education up until the war as 

research into the history of educational practice, with particular attention given to case studies such as the development in 

Nagano Prefecture as an education-centered prefecture and the role and function of the Shinano Educational Association. Also, 

the class will be carried out flexibly to include students‟ interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読と資料読解 1 

3. 文献講読と資料読解 2 

4. 文献講読と資料読解 3 

5. 文献講読と資料読解 4 

6. 文献講読と資料読解 5 

7. 文献講読と資料読解 6 

8. 文献講読と資料読解 7 

9. 文献講読と資料読解 8 

10. 文献講読と資料読解 9 

11. 文献講読と資料読解 10 

12. 文献講読と資料読解 11 

13. 文献講読と資料読解 12 

14. 文献講読の総括 

15. 資料読解の課題と方法 

16. 文献講読と資料読解 13 

17. 文献講読と資料読解 14 

18. 文献講読と資料読解 15 

19. 文献講読と資料読解 16 

20. 文献講読と資料読解 17 

21. 文献講読と資料読解 18 

22. 文献講読と資料読解 19 

23. 文献講読と資料読解 20 

24. 文献講読と資料読解 21 

25. 文献講読と資料読解 22 

26. 文献講読と資料読解 23 

27. 文献講読と資料読解 24 
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28. まとめと今後の課題 

 

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

講読文献の予習および授業時に配布するプリントの事前学習 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と個別発表(40%)/質問や討論な゛との授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 梶山雅史編著、2018、『近・現代日本教育会史研究』、不二出版 (ISBN:978-4-8350-8121-2) 

2. 山名淳・駒込武他編、2019、『教育思想・教育史』、協同出版 (ISBN:978-4-319-00323-5) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 寺崎昌男・前田一男編、1993、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅰ』、ぎょうせい (ISBN:4-324-03564-4) 

2. 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 (ISBN:4-324-03563-6) 

3. 日本教育学会教育勅語問題ワーキンググループ編、2018、『教育勅語と学校教育』、世織書房 (ISBN:978-4-8668-6000-8) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF104．教育社会学特殊研究 

(Studies in Social Education) 

担当者名 

＇Instructor（ 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students‟ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

年度前半は『教育社会学研究』『教育学研究』『社会学評論』『現代社会学理論研究』等の国内の学会誌掲載論文を中心に批判

的読解を進め、後半は英文の文献を輪読していく予定。現時点では、英文の文献はリテラシーに関する文献を予定しているが、

受講者の希望により変更することもありうる。 

 

In the first half of the academic year, students will do critical reading focusing on theses from bulletins of domestic academic 

societies such as “Sociology of Education Studies,” “Educational Studies in Japan,” “Japanese sociological review,” and “The 

journal studies in contemporary sociological theory,” etc. In the second half, the class is expected to turn to literature written in 

English. Currently, the class plan is intended to deal with English literatures relating to literacy, but it may change according to 

student interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 学会誌の批判的読解 

3. 学会誌の批判的読解 

4. 学会誌の批判的読解 

5. 学会誌の批判的読解 

6. 学会誌の批判的読解 

7. 学会誌の批判的読解 

8. 学会誌の批判的読解 

9. 学会誌の批判的読解 

10. 学会誌の批判的読解 

11. 学会誌の批判的読解 

12. 学会誌の批判的読解 

13. 学会誌の批判的読解 

14. 前半総括討論 

15. リテラシー関連の英文文献講読 

16. リテラシー関連の英文文献講読 

17. リテラシー関連の英文文献講読 

18. リテラシー関連の英文文献講読 

19. リテラシー関連の英文文献講読 

20. リテラシー関連の英文文献講読 

21. リテラシー関連の英文文献講読 

22. リテラシー関連の英文文献講読 

23. リテラシー関連の英文文献講読 

24. リテラシー関連の英文文献講読 

25. リテラシー関連の英文文献講読 

26. リテラシー関連の英文文献講読 

27. リテラシー関連の英文文献講読 

28. 年間総括討論 

 

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

参加者には以下の＇1（＇2（に見合う事前の準備と必要十分な振り返りをお願いしたい。 

＇1（2-０3 回めは、毎回一人の参加者が自らの関心に即してここ０／年の学会誌掲載論文より担当「为論文」を選定し、関連する

別の論文をもう一点「副論文」としてあわせて選定しつつ批判的検討を行ってもらう。 
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＇2（15-27 回は英文で書かれた広義のリテラシー関連＇趣旨は初回に説明する（の文献を中心に輪読する予定。ただしテーマは

参加者の希望により変更する場合もある。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

必要に応じて選定する 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて紹介する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF105．教育心理学特殊研究 

(Studies in Educational Psychology and Communication) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

＇Instructor（ 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

Students will study human development and learning processes using a sociocultural-historical approach. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

報告し、議論を行う。 

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

を交えた研究検討も随時行う。 

 

Class will be comprised of (1) discussion of academic papers concerning common issues related to study and development that all 

students will read and (2) consideration of research set freely according to student interests, constructed from data sessions. 

Academic papers with common issues will be read by students in advance as directed, and students will be expected to check 

points they are unclear on and deepen their understanding through discussion. Students will introduce topics of interest for 

research consideration, give reports regarding their ongoing investigative research and carry out discussions. 

Appropriate literature will be assigned to match the progression of the lecture. Students will submit a summary report each term 

and check their understanding. Students will constantly consider research through interacting with guests including foreign 

researchers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

15. 論文検討あるいは研究検討 

16. 論文検討あるいは研究検討 

17. 論文検討あるいは研究検討 

18. 論文検討あるいは研究検討 

19. 論文検討あるいは研究検討 

20. 論文検討あるいは研究検討 

21. 論文検討あるいは研究検討 

22. 論文検討あるいは研究検討 

23. 論文検討あるいは研究検討 

24. 論文検討あるいは研究検討 

25. 論文検討あるいは研究検討 

26. 論文検討あるいは研究検討 
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27. 総括討論 

28. 総括討論 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後には春期、秋期それぞれ授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育实践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの实際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と实践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

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

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF106．教育方法特殊研究 

(Studies in Methods of Education) 

担当者名 

＇Instructor（ 
伊藤 实歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

＇Semester（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

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

 

Students will acquire the basic theoretical frameworks of theories related to the study of teaching methods such as class theory, 

curriculum theory, learning ability theory and educational evaluation theory, etc. Building on those, students will then be able to 

deepen their awareness of the issues and of each research theme by clarifying them using the theoretical frameworks of the study 

of teaching methods. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

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

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

究では行いたい。 

 

In post-modern society, reaching from primary education to higher education, various common proficiencies have been put 

forward as educational goals and been appraised in economically advanced countries. The appearance of these “new proficiencies” 

have been significantly influenced by the PISA conducted by the OECD. Also, learning abilities and proficiencies that are different 

from both the knowledge emphasizing-style and the attitude emphasizing-style used up until now, are now necessary for people 

from children up through adults in the current age. The essence of these “new proficiencies,” educational revolution movements in 

Japan and abroad, and critical consideration towards them will be examined through this research. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション９研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. 個別テーマ発表 

15. 文献講読・発表と議論 

16. 文献講読・発表と議論 

17. 文献講読・発表と議論 

18. 文献講読・発表と議論 

19. 文献講読・発表と議論 

20. 文献講読・発表と議論 

21. 文献講読・発表と議論 

22. 個別テーマ発表 

23. 個別テーマ発表 

24. 個別テーマ発表 

25. 個別テーマ発表 

26. 個別テーマ発表 

27. 個別テーマ発表 
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28. 総括・レポート検討会 

 

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

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

と 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

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

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF110 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF110．教育学特殊研究 ２ 

(Studies in Pedagogy 3) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
教師教育研究の変容と教師教育者論の展望 

担当者名 

＇Instructor（ 
矢野 博之(YANO HIROSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

教育論・学習論の変容を背景に、教師教育＇教職の養成と研修（の研究の動向と論点を理解することを通して、教師教育者として

の基盤となる知見と視点を獲得する。 

 

With the background of changes in educational theory and learning theory, students will acquire the fundamental knowledge and 

viewpoints necessary for teachers through understanding trends and key points in teacher education (teacher development and 

training) research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

21 世紀に入り、教師教育にまつわる研究の動きは、一段と世界的規模で大きく推進してきた。その背景にある教育論・学習論の

変化を見通しながら、現在とこれからの教師教育，教育職にたずさわる人間のまなびと成長，に求められる知見と論点を、議論

をふまえて、各自のまなびにしていく。 

受講者の規模や状況に応じて、授業計画の詳細は調整・変更が生じることをあらかじめ断っておく。 

 

As the 21st century begins, research movements surrounding teacher education are progressing considerably on an international 

scale. While examining changes in educational theory and learning theory, students will try to make the knowledge and key points 

needed for human learning and growth in teaching education and teaching work in the present and future into their own respective 

leaning through discussions. 

Please be aware that depending on the number of students in the class and the speed of progress, details of the class plan may be 

adjusted. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 教師教育研究における議論のマッピングとパースペクティブ設定 

3. 教職論の概要と動向 

4. 教師教育者研究にまつわる議論 

5. 教育者にとっての「問題」の認知 

6. 教育者にとってのリフレクション(1) 基礎論 

7. 教育者にとってのリフレクション(2) 演習① 

8. 教育者にとってのリフレクション(3) 演習② 

9. 中間討議と議論の整理＇）第 2 回～第 8 回までのふりかえり（ 

10. 教育者にとっての教授論の構造的整理 

11. 教師教育者論への展望(1)＇第 10 回の議論からテーマを焦点化してとりあげる（ 

12. 教師教育者論への展望(2)＇第 10 回の議論からテーマを焦点化してとりあげる（ 

13. 教師教育者論への展望(3)＇第 10 回の議論からテーマを焦点化してとりあげる（ 

14. 最終討議＇）全体を通しての総括討議（ 

 

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

毎回、事前に提示する資料を通読した上での参加を前提とします。受容的な学習に留めぬよう、自らの研究課題と関連付けなが

ら、積極的な参加を期待しています。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告担当時のレポート(40%)/講義内での発言･参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 
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1. F.Korthagen＇武田信子監訳)、2010、『教師教育学』、学文社 (ISBN:978-4762020445) 

2. 坂田哲人・矢野博之他、2019、『リフレクション入門』、学文社 (ISBN:978-4762028496) 

3. M.Lunenberg 他＇武田・山辺監訳（、2017、『専門職としての教師教育者』、玉川大学出版部 (ISBN:978-4472405433) 

4. 武田・金井・横須賀編、2016、『教員のためのリフレクション・ワークブック』、学事出版 (ISBN:978-4761921910) 

5. 渡辺貴裕、2019、『授業づくりの考え方―小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ』、くろしお出版 (ISBN:978-4874247822) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

その他必要資料等は、授業時に提示する。＇配布・提供の方法はあらかじめ周知する（ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF115 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF115．教育学特殊研究 ３ 

(Studies in Pedagogy 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
教育研究におけるケイパビリティ論の位置づけを探る 

担当者名 

＇Instructor（ 
山田 哲也(YAMADA TETSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本講義の目標は、ケイパビリティを鍵概念とした重要な著作を受講者の専門領域と関連づけつつ講読することで、教育研究にお

けるケイパビリティ論の位置づけを検討し、各人が研究を進める手がかりとなる示唆を得ることである。 

 

The objectives of this lecture are for students to consider the position of capability theories in educational research and for each 

student to obtain the necessary awareness for continuing work on their research by reading the main literature by authors 

emphasizing the importance of capability as a key concept. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

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

授業計画を変更する可能性がある。 

 

This lecture will proceed in a seminar style. Students will rotate taking charge, make comments and summaries of the set content 

from the text, and report points from the literature that they would like to discuss with the other students. Following that, 

students will ask questions and carry out discussions related to the report contents. Also, changes to the class schedule are 

possible depending on student discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. アマルティア・セン『不平等の再検討』を読む＇1（問題とテーマ．何の平等か 

3. アマルティア・セン『不平等の再検討』を読む＇2（自由・成果・資源．機能と潜在能力 

4. アマルティア・セン『不平等の再検討』を読む＇3（自由・エージェンシーおよび福祉．正義と潜在能力 

5. アマルティア・セン『不平等の再検討』を読む＇4（厚生経済学と不平等．貧しさと豊かさ 

6. アマルティア・セン『不平等の再検討』を読む＇5（階級・ジェンダー・その他のグループ．平等の要件 

7. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇1（社会契約と正義の未解決の三つの課題 

8. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇2（障碍と社会契約 

9. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇3（可能力と障碍 

10. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇4（相互有利性とグローバルな不平等 

11. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇5（国境を越える諸々の可能力 

12. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇6（「同情と慈愛」を超えて 

13. M・C・ヌスバウム『正義のフロンティア』を読む＇7（道徳情操と可能力アプローチ 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. アマルティア・セン、1999、『不平等の再検討』、岩波書店 (ISBN:4-00-002878-2) 

2. M・C・ヌスバウム、2012、『正義のフロンティア』、法政大学出版局 (ISBN:978-4-588-60325-9) 

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

に購入する必要はありません（ 

 

参考文献＇Readings（ 
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1. 神島裕子、2018、『正義とは何か』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102505-0) 

2. Sen Amartya. 1995. Inequality Reexamined. Harvard University Press (ISBN:978-0674452565) 

3. Martha C. Nussbaum. 2007. Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Harvard University Press 

(ISBN:9780674024106) 

現代正義論の見取り図を念頭におきつつ講読を進める予備作業として、受講前に、神島裕子『正義とは何か』中公新書、2018 年

をあらかじめ読んでおくことを強く推奨する。また、文献講読は訳書をもとに行うが、必要に応じて原文を参照する可能性がある。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF116 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF116．教育学特殊研究 ４ 

(Studies in Pedagogy 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アートと社会の接点から教育を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
神野 真吾(JINNO SHINGO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

美術．アートは時代と共に変化し、特に 20 世紀以降その前提を大きく更新し続けている。その一方で、教育における美術は旧来

の近代美術の枠組みに留まり、現代的課題を引き受けられない状況にあると言える。現代の社会的課題と美術．アートの表現・

鑑賞の関わりを見つつ、美術教育を再定義する視点と態度を身につける。 

 

Art changes along with its times, and particularly from the 20th century and onward, it has been continuously changing. On the 

other hand, in education, art stops with the frameworks of conventional modern art, and it could be said that current topics are not 

addressed. While looking at contemporary social issues and the expression and appreciation of art, students will develop an 

attitude and perspective of redefining art education. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

18 世紀から 19 世紀にかけて近代美術が成立し、美術．アートはその自律性に絶対的信頼を置き発展したが、「絵画の死」が幾

度となく叫ばれ、その表現的動機や関心を社会に求めるようになっていく。その歴史的流れを押さえると共に、90 年代の関係性

のアート、2000 年代以降のソーシャリー・エンゲージド・アートの事例と理論的背景を見つつ、その上で、美術．アートの教育的価

値とは何かを考えていく。 

 

The art established as modern art from the 18th to the 19th century was placed and developed with absolute confidence in its 

autonomy. After that, “the death of painting” came up repeatedly and those expressive incentives and interests have come to be 

sought after in society. Along with impressing the flow of that history, students will look at related art from the 1990s and case 

studies and theoretical background of art from the 2000s, and students will think about the educational value of art. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション～アートと社会と教育の現状～ 

2. 近代美術と現代美術の間で起きたこと 

3. 日本における美術文化の輸入～翻訳の問題～ 

4. アートワールドとその外部① アースワーク、パフォーマンス 

5. アートワールドとその外部② 社会彫刻、アート・イン・プログレス 

6. 作品受容の構造について～美学および行動心理学から～ 

7. アートワールドとその外部③ ソーシャリー・エンゲージド・アート、アート・アクティヴィズム 

8. 作品鑑賞から考える美術の価値① 何を見るのか 

9. 作品鑑賞から考える美術の価値② 作品の背景について知る 

10. 作品鑑賞から考える美術の価値③ 作品について意見を交わす 

11. 社会とアートのかかわりについて考える① 自由 

12. 社会とアートのかかわりについて考える② 他者の受容・寛容性・多文化为義 

13. 学校教育と美術．アート① 受講生の発表とディスカッション 

14. 学校教育と美術．アート② 受講生の発表とディスカッション、まとめ 

 

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

授業の内容を踏まえ、現代の美術アートの社会の中での位置づけや、機能などを意識的に見るようにしてください。 

テーマごとに指定図書や資料などを提示しますので、それらを読み、自分なりの解釈をした上で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%)/リフレクションペーパー(40%)/発表(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 神野真吾、北田暁大ほか、2016、『社会の芸術．芸術という社会』、フィルムアート (ISBN:ISBN978-4845916092) 

2. 神林 恒道、ふじえ みつる、神野真吾ほか、2018、『美術教育ハンドブック』、三元社 (ISBN:ISBN978-4883034529) 
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参考文献＇Readings（ 

1. 永守 基樹、神野真吾ほか、2018、『美術教育学叢書 1 美術教育学の現在から』、学術研究出版 (ISBN:978-4865843095) 

2. 2019、『美術手帖 2019 年 2 月号みんなの美術教育』、美術出版社 (ASIN: B07KZG7DW8) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

美術館を活用した鑑賞教育の充实のための指導者研修 web 報告書(独立行政法人国立美術館) 

平成 26 年度 http://www2.artmuseums.go.jp/sdk2014/ 

平成 27 年度 http://www2.artmuseums.go.jp/sdk2015/ 

平成 28 年度 http://www2.artmuseums.go.jp/sdk2016/ 

平成 29 年度 http://www2.artmuseums.go.jp/sdk2017/ 

平成 30 年度 http://www2.artmuseums.go.jp/sdk2018/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF117 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF117．教育学演習 ２ 

(Seminar in Pedagogy 3) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
教育の歴史社会学 

担当者名 

＇Instructor（ 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文献の読解と議論を通して、歴史社会学の視点と方法により教育事象をとらえる 

 

Through literature readings and discussions, students will understand the phenomenon of education from the viewpoints and 

methods of historical sociology. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

毎回、教育の歴史社会学に関する文献を読み進めます。最初に、宮本直美 2006『教養の歴史社会学―ドイツ市民社会と音楽』

＇岩波書店（を読み、その後は、特に教育の歴史社会学研究にとって有益な視点や方法に関する文献を中心に、履修者の関心も

考慮しながら文献を選定し講読と議論を行います。 

 

In each class meeting, students will continue reading literature related to the historical sociology of education. In the beginning, 

students will read Miyamoto Naomi‟s “Historical Sociology of Culture Development: The Society and Music of German City 

Residents” (Iwanami Shoten, 2006), and later, especially centered on literature related to perspective on merits and methods for 

educational historical sociological research. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 文献講読＇０（ 

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＇10（ 

12. 文献講読＇11（ 

13. 文献講読＇12（ 

14. 文献講読＇13（ 

 

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

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

に紹介してください。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レジュメ作成を含む報告(60%)/討論への積極的参加(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 宮本直美、2006、『教養の歴史社会学』、岩波書店 

上記以外の文献は、授業開始後に指示します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JF118 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF118．教育学演習 ３ 

(Seminar in Pedagogy 4) 

担当者名 

＇Instructor（ 
山名 淳(YAMANA JUN) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

できる。より具体的に言えば、本授業を通して、受講生は(1)「文化的記憶」論の基礎概念および問題構成を習得することができる。

(2)「文化的記憶」論との関連で、現代社会における教育について批判的に論じる基本的な構えを身につけることができる。(3)以

上のことを前提としつつ、各受講生の個人研究を批判的に再検討する一視点を得ることができる。 

 

With the various concepts and problem configurations of Western pedagogy as a base, students will be able to discuss educational 

and human development issues historically and systematically. To be more specific, through this class, students will be able to 

acquire (1) the basic concepts of “cultural memory” and problem configuration. (2) Students will be able to gain basic preparation 

for critically discussing education in contemporary society in relation to “cultural memory” theory. (3) With the above as 

assumptions, each student will gain the perspective to critically reconsider their own individual research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

1980 年代以降のいわゆる学際的な「記憶ブーム」は教育学にとっても無視できない重要性を帯びている。教育は本来的に記憶と

想起に介入する営みとしての側面を有しているからだ。それにもかかわらず、教育学においてそのような新たな研究動向につい

てはこれまでのところ十分に検討がなされてきたとはいいがたい。本授業では、とりわけ人文・社会科学領域における近年の記

憶論を念頭に置きつつ、教科書を輪読/検討することにより、記憶と想起という観点から教育を考察することを試みる。 

 

The so-called interdisciplinary “memory boom” from the 1980s onward has an importance that cannot be ignored for pedagogy. 

This is because one inherent aspect of education is the act of intervention between memory and memory recall. Nevertheless, it 

cannot simply be said that considering the new research trend is sufficient in pedagogy. In this lecture, while having modern theory 

of memory especially in the humanities and social sciences field in mind, students will consider education from a view point of 

memory and memory recall by reading in turn and considering the textbooks. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス９ 本授業の概要説明 

2. テキスト第０章を読む 

3. テキスト第１章を読む 

4. テキスト第２章を読む 

5. テキスト第３章を読む 

6. テキスト第４章を読む 

7. テキスト第６を読む 

8. テキスト第７章を読む 

9. テキスト第８章を読む 

10. テキスト第０／章を読む 

11. テキスト終章を読む 

12. 応用事例研究０ 

13. 応用事例研究１ 

14. 応用事例研究２ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 山名淳・矢野智司編、2017、『災害と厄災の記憶を伝える』、勁草書房 

 

参考文献＇Readings（ 
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授業時に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

特別な前知識を必要としませんが、積極的に議論に参加していただくことを希望します。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF119 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF119．教育学特殊研究 ５ 

(Studies in Pedagogy 6) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
「ジェンダー．セクシュアリティと学校教育」研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
井上 惠美子(INOUE EMIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

世界における性教育の实際を学ぶ中で、日本でのジェンダー．セクシュアリティ教育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。 

 

This class aims to give students a specific image of gender and sexuality education in Japan by actual study of sexual education 

around the world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

毎回テキストを講読し、それを基にディスカッションしながらテーマについて知見を深める。 

 

Students will read texts each time and deepen their understanding of relevant themes through discussions of those texts. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 日本における性教育の動向＇授業担当者による発題（ 

3. 文献講読とディスカッション(1) 

4. 文献講読とディスカッション(2) 

5. 文献講読とディスカッション(3) 

6. 文献講読とディスカッション(4) 

7. 文献講読とディスカッション(5) 

8. 文献講読とディスカッション(6) 

9. 文献講読とディスカッション(7) 

10. 文献講読とディスカッション(8) 

11. 文献講読とディスカッション(9) 

12. 文献講読とディスカッション(10) 

13. 文献講読とディスカッション(11) 

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（ 

文献講読の際には、毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらう。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習

をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポーターとしての発表(70%)/授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(30%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は原則として卖位取得を不可とする。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 橋本紀子他、2018 年、『教科書にみる世界の性教育』、かもがわ出版 (ISBN:9784780309478) 

初回の授業時に受講生と相談の上確定する 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中に随時紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF131 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF131．教育学特殊研究 ０Ａ 

(Studies in Pedagogy 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
教育の公共性を考える 

担当者名 

＇Instructor（ 
小玉 重夫(KODAMA SHIGEO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

教育学の研究方法を学び、今日的な課題との関係でそれを深める。特に、ジェンダー、セクシュアリティの問題を重視する。 

 

Students will study pedagogical research methods and deepen their knowledge in relation to contemporary issues. This class will 

especially emphasize issues of gender and sexuality. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

教育の公共性の問題を考える上での最新の研究動向を検討し、議論を行い、教育学研究のパイオニアを切り開く作業を行う。具

体的には、『いま、教育と教育学を問い直す』＇東信堂、2019 年（と、宇野常寛『母性のディストピア』＇集英社、2017 年（をテキスト

として取り上げ、検討する。2011 年以降の日本の公共性の問題を「あまちゃん」から「いだてん」へと至る軌跡のなかに位置づけ、

18 歳選挙権の時代の市民性の構築を模索していきたい。 

 

Students will consider the latest research trends for thinking about problems with the public nature of education, carry out 

discussions, and carry out classes that pioneer new frontiers in pedagogical research. To be specific, students will use and 

consider textbooks including “Rethinking Education and Pedagogy Now” (Toshindo, 2019) and Tsunehiro Uno‟s “Maternal Dystopia” 

(Shueisha, 2017). Students will position the problems of public spirit in Japan after 2011 within a trajectory extending from 

“Amachan”(TV drama, 2013) to “Idaten”(TV drama, 2019), and consider the composition of citizenship in a time where voting rights 

are acquired at age 18. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスと導入 

2. 予備的考察９ ハンナ・アレントを中心に 

3. 予備的考察９ シティズンシップ教育を中心に 

4. 予備的考察９ 18 歳選挙権と高大接続改革を中心に 

5. 『いま、教育と教育学を問い直す』第０部の検討 

6. 『いま、教育と教育学を問い直す』第１部の検討 

7. 『いま、教育と教育学を問い直す』第２部の検討 

8. 『母性のディストピア』第０部の検討 

9. 『母性のディストピア』第１部の検討 

10. 『母性のディストピア』第２部の検討 

11. 『母性のディストピア』第３部の検討 

12. 『母性のディストピア』第４部の検討 

13. 『母性のディストピア』第５部の検討 

14. 全体のまとめと総括討論 

 

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

テキストを読み、関連する文献を検討する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

ゼミでの報告(50%)/ゼミ中の議論への参加と発言(20%)/報告へのコメント(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 小玉重夫、2013、『難民と市民の間で』、現代書館 (ISBN:4768410022) 

2. 小玉重夫、2016、『教育政治学を拓く』、勁草書房 (ISBN:4326299118) 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

テキストは各自で購入してもよいが、授業中に配布するようにする。初回の授業時に分担を決めるので、必ず出席して下さい。 

ホームページは下記を参照。 

https://researchmap.jp/read0190814/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF132 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF132．教育学特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in Pedagogy 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
子ども社会学の視角 

担当者名 

＇Instructor（ 
元森 絵里子(MOTOMORI ERIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

子ども社会学の展開を理解し、これから子どもに関する研究を行う視角について考える 

 

Students will understand the development of child sociology and think about new angles for conducting research related to 

children. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

教育、福祉、医療等の分野で分断されてしまいがちであり、かつ規範的な言明に終始しがちな「子ども」というテーマについて、社

会学的考察の可能性を考える。1990 年代後半以降に興隆した欧州の子ども社会学の展開および日本の子どもの研究の現状を

てフォローし、現代の事象について考えるべき視点についてディスカッションする。社会学に限らずとも、子どもを捉える視点につ

いて興味がある学生の履修を期待する。なお、原則として、参加者による文献レポートに基づくディスカッション形式で授業を進め

る。 

 

※以下の授業計画内の講読文献はおおまかなイメージであり、詳細は履修者の関心に応じて初回に決定する。 

 

Students will think about the sociologic possibilities of observation regarding the theme of “children” that is unfortunately tend to 

divided into fields such as education, welfare and medicine, and tends to be declared normative. Students will follow the 

development of increasing research in European child sociology after latter half of 1990s and the current state of Japanese 

research on children, and have discussions about points regarding contemporary phenomenon that should be given thought. 

Students with an interest in child-centered viewpoints not limited to sociology are also expected to take this course. And, in 

principle, the class will proceed in a discussion format based on students‟ literature reports. 

 

*The reading literature in the class plan below is a general overview, and details will be determined at the first class meeting 

according to students‟ interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション９自己紹介・担当決定等 

2. 文献講読 元森ほか編の新著序章草稿 

3. 文献講読 A. James & A. Prout 2015 Constructing and Reconstructing Childhood, 3rd ed. 序章 

4. 文献講読 N. Lee 2001 Childhood and Society 序章 

5. 文献講読 プラウト 2005＜2017『これからの子ども社会学』新曜社 1 章 

6. 文献講読 同 2 章 

7. 文献講読 同 3 章 

8. 文献講読 同 4 章 

9. 文献講読 同 5 章 

10. 文献講読 現代的な事例＇参加者の関心で決定する（ 

11. 文献講読 現代的な事例＇参加者の関心で決定する（ 

12. 文献講読 現代的な事例＇参加者の関心で決定する（ 

13. 文献講読 現代的な事例＇参加者の関心で決定する（ 

14. 総括討論 

 

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

毎回の講読文献の予習と復習を毎回の参加の大前提とする。 

その他の授業時間外の学習に関する市時は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告(30%)/積極的参加(40%)/リアクションペーパー(30%) 

2/3 以上出席をしていない場合は、卖位習得不可 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. プラウト、2017、『これからの子ども社会学』、新曜社 

そのほかの講読文献は授業時に指示する 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF133 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF133．教育学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Pedagogy 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
多人数・マルチモーダルインタラクション研究の分析手法 

担当者名 

＇Instructor（ 
坊農 真弓(BONO MAYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

多人数・マルチモーダルインタラクション研究のこれまでの流れを理解し＋受講生全員が自らインタラクションデータを収録・分析し＋

議論できる能力を身につける－ 

 

Students will understand the flow of mass and multi-model interaction research, and gain proficiency in collecting, analyzing and 

discussing interaction data. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

人と人とのインタラクションは,言語学や心理学や人類学などの分野でこれまで数多くの研究がなされてきた.近年は日常会話にお

ける視線やジェスチャーなどの身体動作を研究対象とする多人数・マルチモーダルインタラクション研究が注目を集めており,そも

そも言語とは何か,人と人との日常的なインタラクションとは何かを問いただす必要性が出てきている.本講義では,人と人との日常

的なインタラクションについての従来研究の多様性とその方法について包括的に解説し,受講者自身がインタラクションデータを収

録・分析するための实践的手法の紹介を試みる. 

 

Person-to-person interactions have come to be subject of a large amount of research in fields including linguistics, psychology 

and anthropology, etc.Recently, mass and multi-modal interaction research in body language such as eye contact and gestures in 

daily conversation are drawing attention, thus there is a need to asking what language is in the first place and what people‟s day to 

day interactions are.In this lecture, students will gain a comprehensive understanding of the diversity of research and methods 

used up until now. Students will also try out introducing practical methods in order to collect and analyze their own daily 

interactions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 従来研究の概説(1)９非言語コミュニケーション論 

3. 従来研究の概説(2)９会話分析 

4. 従来研究の概説(3):マルチモーダルインタラクション分析 

5. データ収録の手法９収録対象・機材の選定 

6. データ収録の手法９収録デザイン・機材の扱い 

7. アノテーションの手法９ELAN 入門 

8. アノテーションの手法９アノテーションのデザイン 

9. アノテーションの手法９トランスクリプトの作成 

10. アノテーションの手法９アノテーション・トランスクリプトの分析 

11. 分析の手法とプレゼンテーションの手法９会話分析の手法 

12. 分析の手法とプレゼンテーションの手法９マルチモーダルインタラクション分析の手法 

13. 分析の手法とプレゼンテーションの手法９ビデオを用いたプレゼンテーションの实践 

14. グループ最終発表 

 

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

グループ研究でのデータ収録＋アノテーション＋トランスクリプト作成＋分析＋発表資料準備 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(45%)/グループ研究への積極的な参加(30%)/講義への積極的な参加(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 坊農真弓・高梨克也共編,人工知能学会編、2009、『知の科学 多人数インタラクションの分析手法』、オーム社 

(ISBN:978-4-274-20732-7) 

2. H.サックス・E.A.シェグロフ・G.ジェファソン(西阪仰訳・S.サフト翻訳協力)、2010、『会話分析基本論集-順番交替と修復の組織-』、

世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1501-6) 
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3. 高梨克也、2016、『基礎から分かる会話コミュニケーションの分析法』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1073-1) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://research.nii.ac.jp/~bono/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF134 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF134．教育学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Pedagogy 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ヴィゴツキー「思考と言語」読解 

担当者名 

＇Instructor（ 
高木 光太郎(TAKAGI KOTARO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

L. S. ヴィゴツキーの为著「思考と言語」の読解を通して、心理学における社会的水準と個人的水準の関係に関する理論的な理

解を深めるとともに、理論的な文献を検討するための読解技法の基礎を身につけることを目標とする。 

 

Through reading L.S. Vygotsky‟s primary work, “Speaking and Thinking,” along with deepening their understanding of theories 

related to the relationships between social standards and individual standards in psychology, students will aim to become 

competent in basic reading methods for the purpose of considering theoretical literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ヴィゴツキー理論の概要とそこにおける「思考と言語」の位置づけについて講義形式で解説したのち、「思考と言語」の内容を検

討する。受講者はその回で検討する箇所をあらかじめ精読したうえで授業に参加し、授業内ではグループワークおよびディスカッ

ション形式で該当箇所の論理展開、理論的含意、現代的な研究課題への適用可能性などの検討を行う。 

 

After a lecture regarding Vygotsky theory‟s concepts and the placement of “Speaking and Thinking” in them, students will consider 

the contents of “Speaking and Thinking.” Students will participate in class after intensively reading the selected sections in 

advance, and in class will consider, through group works and discussions, logical development, theoretical implication and 

application possibilities to contemporary research, of the selected sections. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ヴィゴツキー理論の概要と「思考と言語」の位置について講義形式で解説する。 

2. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

3. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

4. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

5. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

6. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

7. ここまでの検討内容のまとめと、それをふまえた質疑・討論を行う。 

8. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

9. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

10. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

11. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

12. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

13. 「思考と言語」の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。 

14. 授業のまとめと総括的な討論を行う。 

 

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

「思考と言語」の内容を検討する回については、あらかじめ検討箇所を精読し、論理展開について口頭で説明できるよう準備して

おくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(50%)/文献の事前検討・報告レジュメの準備等(20%)/グループワーク・ディスカッションへの参加状況

(30%) 

2/3 以上出席していない場合は卖位の取得を認めない 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. ヴィゴツキー、2001、『新訳版・思考と言語』、新読書社 (ISBN:4788041103) 

 

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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■JF135 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF135．教育学演習 ０Ａ 

(Seminar in Pedagogy 1A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

教育システム理論の基本文献を講読しながら＋これと参加者各人の研究テーマとの接点を探ることを目標とする。 

 

While reading the basic literature on educational system theories, participating students will aim to find ways to connect each of 

their own research themes. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ニクラス・ルーマンの教育システム理論は＋教育研究を革新させる可能性を秘めたものとして＋この四半世紀ほど＋日本でも注目

されてきた。 

授業では下記テキストをベースに＋適宜ルーマン自身の原典をも参照しながら＋子ども論＋教師論＋教育関係論＋教育制度論な

ど＋参加者の問題関心に即して教育システム理論の可能性を検討したい。 

学期末最終授業時には＋総括レポートを持ち寄り＋参加者間で相互批評を行う。 

 

Niklas Luhmann‟s theory of educational systems is closely tied to the possibilities of revolutionizing education systems, and it has 

been receiving attention in Japan for a quarter of a century. 

In this class, based on the following texts, along with appropriately consulting Luhmann‟s source texts, students are asked to 

consider the possibilities of educational system theory as related to issues of interest to the participating students such as 

teacher theory, educational theory, educational system theory, etc. 

In the final class of the term, students will bring a summary report and carry out interactive criticism between themselves. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 基本文献読解＇０（ 

3. 基本文献読解＇１（ 

4. 基本文献読解＇２（ 

5. 基本文献読解＇３（ 

6. 基本文献読解＇４（ 

7. 文献講読＇０（ 

8. 文献講読＇１（ 

9. 文献講読＇２（ 

10. 文献講読＇３（ 

11. 文献講読＇４（ 

12. 文献講読＇５（ 

13. 文献講読＇６（ 

14. 総括 

 

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

指定された文献を必ず読み＋レポーターはレジュメを作成しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

討論への参加(30%)/発表(30%)/総括レポート(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 石戸教嗣・今井重孝編、2011、『システムとしての教育を探る』、勁草書房 (ISBN:9784326250707) 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて＋授業中に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 



 - 178 - 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF136 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF136．教育学演習 ０Ｂ 

(Seminar in Pedagogy 1B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

新自由为義教育改革が＋現代日本の教育と教育行政をどこへ導くのか＞この問いについて＋理論＋現实＋教育实践の課題＋そ

れらに対する対抗軸の観点から＋学際的にアプローチする。 

 

Regarding the question of where the neoliberal education reforms will lead Japan‟s current education and educational 

administrative bodies, the class will take a multidisciplinary approach in looking at theory, practice and issues of educational 

practice from competing viewpoints. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

上記目標を实現するために＋現代日本における新自由为義的教育改革に関する諸論文を読み合い＋ディスカッションを行う予定

である。 

 

In order to achieve the above objectives, students will read literature related to contemporary Japan‟s new democratic 

educational reforms and carry out discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 新自由为義教育政策の理論 

3. 新自由为義教育改革を先取る東京都 

4. 足立区の教育改革の場合 

5. 地域から新自由为義教育改革を見る 

6. 学力テスト政策から新自由为義を見る 

7. 学力観・人間観から新自由为義教育改革を問う 

8. 「生きる力」とコミュニケーションをめぐる教育改革の対抗図 

9. 今日における学力をめぐる教育改革の対抗図 

10. 「自己責任」論を乗り越える「共に生きる力」を育てる教育实践の課題を問う 

11. 教育の公共性から新自由为義教育改革を問う 

12. アメリカにおける新自由为義教育改革と対抗軸 

13. 「人権としての教育」を实現する教育实践・教育経営・教育統治に及ぶ課題を考える 

14. 総括 

 

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

その都度＋指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への出席(30%)/ディスカッションへの参加・貢献度(35%)/レポートの発表(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 佐貫浩・世取山洋介編、2008、『新自由为義教育改革』、大月書店 (978-4-272-41191-7C0037) 

2. 佐貫浩、2009、『学力と新自由为義』、大月書店 (978-4-272-41200-6C0037) 

3. 森田満夫、2014、『「『人権としての教育』を实現する教育实践・教育経営・教育統治に及ぶ戦略的課題考」『教職研究』第 25

号』、立教大学 教職課程 (ISSN:0917-2963) 

 

参考文献＇Readings（ 

その都度＋指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JF152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JF152．比較教育学特殊研究 

(Studies in Conparative Education) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
移民と教育 

担当者名 

＇Instructor（ 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
通年(Full year) 

卖位 

＇Credit（ 
３卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU6710 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
週１時限開講 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに＋参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

Along with aiming to acquire and improve their skills of reading academic papers in comparative educational research, participating 

students will each share their individual research themes. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は＋文献の概要をまとめるとともに＋その内容をふまえた発展調査を事前に行い＋成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに＋質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き＋「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Filomeno V. Aguilar 

Jr.著"Maalwang Buhay"(Ateneo de Manila Univ. Press 2009) , Vincente L. Rafael 著"White Love" (Duke University Press 2000) 

または Yen Le Espiritu 著"Home Bound"(University of California Press 2008) を考えている。 

担当は毎週０回ずつのローテーションを予定しているが＋参加人数によって調整の可能性がある。 

 

Students will do literature readings in a seminar format. 

The discussion leader for each class meeting, along with summarizing concepts from the literature, will carry out a extended 

survey in advance based on the contents of those readings and report the results during class time. Along with this report, 

students will continue question and answer sessions and carry out discussions. 

This academic year aims to continue from the previous year, taking on the issue of “movement of people” from a comparative 

education perspective. Filomeno V. Aguilar Jr.‟s "Maalwang Buhay" (Ateneo de Manila Univ. Press 2009), Vincente L. Rafael‟s 

"White Love" (Duke University Press 2000) and Yen Le Espiritu‟s "Home Bound" (University of California Press 2008) are being 

considered as potential literature for the class. 

It is planned that students in charge will rotate each week, but this may be adjusted depending on the number of students in the 

class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

15. 文献講読 14 

16. 文献講読 15 

17. 文献講読 16 

18. 文献講読 17 

19. 文献講読 18 

20. 文献講読 19 

21. 文献講読 20 

22. 文献講読 21 
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23. 文献講読 22 

24. 文献講読 23 

25. 文献講読 24 

26. 文献講読 25 

27. 文献講読 26 

28. 総括 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

各回の講読・討論への参加(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG101．日本文学演習 ０Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of annotations 

from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作っ

て発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのような微妙なニュアンスの違

いを生むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 

This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering ancient 

to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the history of 

annotations has changed, how minor differences in texts lead to minor differences in nuance, and other issues. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表＇０（ 

3. 担当者による発表＇１（ 

4. 担当者による発表＇２（ 

5. 担当者による発表＇３（ 

6. 担当者による発表＇４（ 

7. 担当者による発表＇５（ 

8. 担当者による発表＇６（ 

9. 担当者による発表＇７（ 

10. 担当者による発表＇８（ 

11. 担当者による発表＇10（ 

12. 担当者による発表＇11（ 

13. 担当者による発表＇12（ 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 



 - 183 - 

注意事項＇Notice（ 
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■JG102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG102．日本文学演習 １Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
『曾我物語』精読 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し＋その特質を理解するとともに＋「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める－ 

 

Students will carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of the 

relationships of influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める－依拠資料・周辺資料との関係＋同時代の諸文芸との相関性＋幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ＋『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく－各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら＋本文を精読していく－ 

 

Students will read texts while making careful annotations. While noting the relationship between source materials and peripheral 

materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts such as 

kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course will illuminate the significance of the literary history of Soga Monogatari. 

Students will closely read the texts and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13＋まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり＋関連論文を読むなどして＋自为的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと－ 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること－ 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

底本については初回に指示する－影印・活字本として刊行されている妙本寺本＇真名本（・太山寺本・古活字本等のほか＋各種の

写本・版本を随時利用することになる－ 

 

参考文献＇Readings（ 

授業の中で随時紹介する－ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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発表者は発表資料をもとに報告する－ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG103．日本文学演習 ２Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
後鳥羽院の和歌を読む―新古今集・続後撰集入集歌読解＇四季部（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

新古今時代を現出させた歌人の一人である後鳥羽院の和歌＇新古今集・続後撰集に入集した四季の歌（を読解し、彼の詠歌の

特質についての理解を深める。 

 

Students will read and comprehend waka poetry (poems of the four seasons collected in Shin Kokinshu and Shoku Gosenshu) of 

Emperor Go-Toba, one of the poets created the Shinkokin era, and will deepen their understanding of the characteristics of his 

poems. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

新古今集・続後撰集に入集した後鳥羽院の四季詠を、巻の進行に従って読解する。初回・二回目は、新古今集ならびに後鳥羽

院の和歌について、四季の歌に重点を置いた概説講義を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解し

ていく。 

 

Students will read and interpret the seasonal poems of Emperor Go-Toba collected in the Shin Kokinshu and Shoku Gosenshu, as 

they progress through the volumes. The first and second sessions will be outline lectures on the waka poems of Emperor Go-Toba 

and the Shin Kokinshu, focusing on poems of the four seasons. After that, each session will designate a person in charge of 

specific waka, after which reading will take place in group format. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 新古今集の和歌について 

2. 後鳥羽院と和歌について 

3. 春の歌を読み解く＇その０（ 新古今集入集歌 

4. 春の歌を読み解く＇その１（ 新古今集入集歌 

5. 春の歌を読み解く＇その２（ 新古今集入集歌 

6. 春の歌を読み解く＇その３（ 続後撰集入集歌 

7. 夏の歌を読み解く＇その０（ 新古今集入集歌 

8. 夏の歌を読み解く＇その１（ 続後撰集入集歌 

9. 秋の歌を読み解く＇その０（ 新古今集入集歌 

10. 秋の歌を読み解く＇その１（ 新古今集入集歌 

11. 秋の歌を読み解く＇その２（ 新古今集入集歌 

12. 秋の歌を読み解く＇その３（ 続後撰集入集歌 

13. 冬の歌を読み解く＇その０（ 新古今集入集歌 

14. 冬の歌を読み解く＇その１（ 続後撰集入集歌 

 

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

次の回に扱われる和歌について、自分なりの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(50%)/討議への貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを使用する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて、適宜、指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 



 - 187 - 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG104．日本文学演習 ３Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 4A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
俳諧研究，元禄の俳諧を読む， 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の多様な方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpretation and investigation while experiencing the depth and enjoyment of haikai, and 

will learn the basics of early modern literature research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

元禄期の西鶴およびその周辺の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討す

る。 

 

Students will carefully read and annotate the renku verses of Saikaku and other haikai poets of the Genroku period, and will 

examine the differences among authors and regions and their respective characteristics. 

 

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. 俳諧史と俳諧研究の方法＇０（ 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法＇１（ 

4. 演習＇０（ 

5. 演習＇１（ 

6. 演習＇２（ 

7. 演習＇３（ 

8. 演習＇４（ 

9. 演習＇５（ 

10. 演習＇６（ 

11. 演習＇７（ 

12. 演習＇８（ 

13. 演習＇０／（ 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業時に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 189 - 

■JG105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG105．日本文学演習 ４Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 5A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
宗教文芸研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

Through careful reading of Buddhist literature, students will deepen their understanding of Buddhist thought and will acquire 

perspectives for reading classical literature from multifaceted viewpoints. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

今学期は、天台宗の学僧源信によって著された『往生要集』を中心に読み進める。『往生要集』は、極楽往生に関する要文を様々

な経典・論書から集めた仏教書であり、後世の文学や思想、絵画などに、大きな影響を与えてきた。本演習では、『往生要集』を

輪読形式で精読し、古典文学との関係も視野に入れつつ、その特質を検討したい。 

 

This semester, the course will focus on Ojoyoshu, written by the scholarly monk Genshin of the Tendai sect. Ojoyoshu is a 

Buddhist book that collects essential texts on rebirth in the Pure Land from various scriptures and textbooks. It has had a major 

impact on later literature, thought, paintings, etc. In this seminar, students will carefully read Ojoyoshu in group format and 

examine its characteristics, taking into consideration its relationship with classical literature. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 源信と『往生要集』 

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．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%)/受講姿勢(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（ 

1. 梯信暁編、『新訳 往生要集 付詳註・索引』上下、法蔵館 

その他は授業時に紹介する。 

 

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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■JG106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG106．日本文学演習 ５Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 6A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
大正３年の文学を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

大正前期、大正期文学の独自展開期の文学作品の多様性を知り、大正期文学の展開と背景を理解する。またそのプロセスを通

して、文学研究のための基本的スキルの向上を目指す。 

 

Students will learn about the diversity of literary works in the independent development period of early Taisho period and Taisho 

period literature, and will understand the development and background of Taisho period literature. Through this process, the 

course aims to improve students' basic skills for literary research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

大正３年は、大正期に活動を開始する为なプレイヤーがある程度出揃い、旧世代の作家たちと肩を並べた時期であり、「情話文

学」の流行や、岩野泡鳴・清子の離婚問題を契機とする論争など、多様なかたちで大正期に展開する文学・思想・文化的要素が

表出しはじめた時期と言えよう。この授業では、この年に発表された具体的な作品に即して、その内容の検討に加え、同時代的

な評価、メディア的背景などを検討し、それらの関係性を視野に入れることによって、この時期の文学作品の社会的位相や文学

的傾向の意味を再検討する。なお、参加者による報告は、具体的な作品をめぐる報告と、どのような作品を素材とするかの二段

階とし、その過程で研究スキルの向上を図る。 

 

Year 4 of the Taisho period was a time when the main players who began their activities during the period were lined up to a 

degree and stood side by side with writers of the previous generation. It can be seen as a time when the literature, thought, and 

cultural elements that expanded in diverse forms in the Taisho period – including the popularity of jowa literature, and controversy 

spurred by the divorce of Iwano Homei and Kiyoko – began to find expression. In addition to examination of the content of specific 

works presented in the year, the class will engage in contemporary evaluation, examination of media background, etc., and, by 

taking the relationships among these into consideration, will re-examine the meaning of literary trends and social aspects of 

literary works of this period. Reports by participants will be in two stages: reports on specific works, and what sort of works to use 

as materials. Through that process, participants will improve their research skills. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 大正３年の文学概況０ 

3. 大正３年の文学概況１ 

4. 参加者による報告と討議０ 

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０／ 

14. まとめ 

 

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

取り上げる作品についての为要な先行研究などにあたり、報告者の議論の妥当性を判断する準備をし、討議に参加できるように

すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容の評価(40%)/演習への参加態度(20%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

演習で使用する作品本文については授業の中で指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG107．日本文学演習 ６Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 7A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
『東京百年物語 1～3』＇岩波文庫（を精読する 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will acquire 

methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

４限・５限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、０時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって１時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and give 

a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts according 

to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 発表０ 

3. 発表１ 

4. 発表２ 

5. 発表３ 

6. 発表４ 

7. 発表５ 

8. 発表６ 

9. 発表７ 

10. 発表８ 

11. 発表０／ 

12. 発表００ 

13. 発表０１ 

14. 発表０２ 

 

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、＇０（同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、＇１（テキスト内の語彙に関する注釈、＇２（

問題編成、＇３（テキストの分析と考察、＇４（結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. ロバート・キャンベル、十重田裕一、宗像和重編、2018、『東京百年物語』1～3、岩波書店 

 

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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■JG109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG109．日本文学研究 ０Ａ 

(Studies in Japanese Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文学と戦争/太平洋戦争の時代 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

表現の歴史的変容、総動員体制と文学、検閲と文学などを考える 

 

The course will think about historical changes of expression, the National Mobilization Law and literature, censorship and literature, 

etc. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

０８３／年代の文学作品を選び、各自研究、発表、ディスカッション、レポート執筆を行う 

 

Students will choose literary works from the 1940s and conduct their own research, presentations, discussions, and report writing. 

 

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０ 

4. 研究発表１ 

5. 研究発表２ 

6. 研究発表３ 

7. 研究発表４ 

8. 研究発表５ 

9. 研究発表６ 

10. 研究発表７ 

11. 研究発表８ 

12. 研究発表０／ 

13. 研究発表００ 

14. まとめ 

 

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

課題テキストの読解研究 

先行研究調査と収集 

レジュメ作成 

レポート執筆 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 坂口安吾、『日本文化私観』、講談社文芸文庫ほか 

2. 坂口安吾、『吹雪物語』、全集版ほか 

3. 太宰治、『十二月八日』、全集版ほか 

4. 太宰治、『右大臣实朝』、全集版ほか 

5. 井伏鱒二、『花の街』、講談社文芸文庫ほか 

谷崎潤一郎「細雪」、川端康成「雪国」、林芙美子「戦線」「北岸部隊」、岸田国士「暖流」、久生十蘭「内地へよろしく」、中野重治

「歌のわかれ」「斎藤茂吉ノオト」、永井荷風「断腸亭日乗」 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜授業中に紹介する 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG110 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG110．日本文学研究 １Ａ 

(Studies in Japanese Literature 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
書誌学入門 ―日本文学研究のために 

担当者名 

＇Instructor（ 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本の古典籍＇和本（に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍＇和本（から必要な情報を取得・発見し＇書誌調査（、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること＇調査研究報告（までを目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

江戸時代以前の、日本の古典籍＇和本・和古書（に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

 

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its content. 

  

 

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who have 

conveyed them until now. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは ＇講義（ 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎＇講義・演習（ 

3. 書物の要素① ： 表紙＇講義（ 

4. 書物の要素② ： 見返し＇講義・演習（ 

5. 書物の要素③ ： 料紙 斐紙＇講義（ 
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6. 書物の要素④ ： 料紙 楮紙＇講義・演習（ 

7. 装訂のさまざま① ： 巻子本 粘葉装 その０＇講義（ 

8. 装訂のさまざま② ： 巻子本 粘葉装 その１＇演習（ 

9. 装訂のさまざま③ ： 冊子本 列帖装 その０＇講義（ 

10. 装訂のさまざま④ ： 冊子本 列帖装 その１＇演習（ 

11. 装訂のさまざま⑤ ： 冊子本 袋綴装 その０＇講義（ 

12. 装訂のさまざま⑥ ： 冊子本 袋綴装 その１＇演習（ 

13. 装訂のさまざま⑦ ： その他の装訂  その０＇講義（ 

14. 装訂のさまざま⑧ ： その他の装訂  その１＇講義（ 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍＇和本（の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献＇Readings（ 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG111 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG111．日本文学研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
物語絵画の研究と实践 

担当者名 

＇Instructor（ 
稲本 万里子(INAMOTO MARIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 鎌倉時代から江戸時代までの源氏絵を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、

クラスの視点からの分析など、美術史研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして、源氏絵研究を实践する力を身に

つける。 

 

 Drawing on Genji-e pictures from the Kamakura period to the Edo period, students will engage in research spanning literature, art 

history, and historiography, and will learn methods for analysis of gender and sexuality, analysis from class perspectives, and other 

methods of researching art history. Through comparisons of stories and pictures, students will acquire the ability to put Genji-e 

picture research into practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文为のどのような意図によるものか。春学期は、鎌

倉時代から江戸時代までの源氏絵を概観し、様式の展開をたどりながら、物語と絵の関係を考える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と源氏絵の概説をおこなったうえで、源氏絵の諸作

品を鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、源氏絵の諸作品のなかからひとつの場面を選び、『源氏物語』と比較す

ることで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1 週間以内に、講評を私のブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして

提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 

 The pictorialization of a story is also an interpretation of the story. When a story is converted into pictures, what aspects of the 

story are selected, and how are they expressed? In the pictures, what is emphasized and what is omitted? What is the intent of the 

orderer of the pictures behind this? In the spring semester, the course will take a high-level overview of Genji-e pictures from the 

Kamakura period to the Edo period. Tracing the development of styles, it will consider the relationship between the story and the 

pictures. 

 The first half of the class will be conducted in lecture format, and the second half in seminar format. First, after an 

overview-level description of art history and Genji-e pictures, the course will introduce the current state of research while 

appreciating works of Genji-e pictures. In the second half of the course, one scene will be selected from among works of Genji-e 

pictures and will be compared with Tale of Genji. Students will give presentations on aspects of the pictorialization and the 

selection of scenes, after which all participants will discuss. As comments will be uploaded to my 

blog(http://blog.livedoor.jp/mariko1961/) within 1 week after presentations, students will read these, correct the presentation 

drafts, and submit the presentations with deepened content as reports. Students will also thoroughly read the comments of other 

course takers to improve presentations and reports. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 源氏絵概説 

4. 鎌倉時代～审町時代の源氏絵研究 1 

5. 鎌倉時代～审町時代の源氏絵研究 2 

6. 土佐派の源氏絵研究 1 

7. 土佐派の源氏絵研究 2 

8. 住吉派の源氏絵研究 

9. 狩野派の源氏絵研究 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

 口頭発表の準備をする。 

 口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

口頭発表(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 稲本万里子、43344、『源氏絵の系譜―平安時代から現代まで』、森話社 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 秋山光和、23437、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 秋山虔・田口榮一、32295、『豪華［源氏絵］の世界 源氏物語』、学習研究社 

3. 佐野みどり、35462、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

4. 佐野みどり、36557、『じっくり見たい『源氏物語絵巻』』、小学館 

5. 新関公子監修、稲本万里子・池上英洋編著、39173、『イメージとテキスト―美術史を学ぶための 13 章』、ブリュッケ 

6. 田口榮一監修、稲本万里子・木村朗子・龍澤彩、39845、『すぐわかる源氏物語の絵画』、東京美術 

 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

 授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、源氏絵の技法と表現法について説明するので、映

写時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

 口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 201 - 

■JG112 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG112．日本文学研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese Literature 4A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近代詩論の研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
坪井 秀人(TSUBOI HIDETO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
春学期集中講義 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

詩論の読解を通して近代詩の歴史的展開について学ぶ。 

 

Students will learn about the historical development of modern poetry through readings in poetics. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

新体詩から民衆詩に至る日本の近代詩の変遷を、それぞれの時代に書かれた詩論を読み込みながら辿り、新しい詩の言葉と表

現を生み出すための方法的意識や、同時代の社会・文化・政治との関係について考察し、議論する。なお、この授業は演習の要

素を一部取り入れて、受講者に毎回順番に担当テクストについて報告してもらい、担当教員が解説講義し、それを受けて全員で

するという形態を取る。 

 

While reading works of poetics written in differing periods, the course will trace the transition of modern poetry in Japan from 

shintaishi poetry to popular poetry, and will examine and discuss the methodical awareness that produces the words and 

expressions of new poetry, and its relationship with the society, culture, and politics of the times. The class will partially 

incorporate elements of a seminar. Course takers will take turns reporting on specified texts in each session, and the faculty 

member in charge will provide a commentary lecture for all participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業の概要と方法について説明。近代詩史概説。 

2. 詩論とは何か。詩と詩論の関係。 

3. 新体詩論＇1（ 

4. 新体詩論＇2（ 

5. 象徴为義詩論＇1（ 

6. 象徴为義詩論＇2（ 

7. 象徴为義詩論＇3（ 

8. 口語自由詩論＇1（ 

9. 口語自由詩論＇2（ 

10. 口語自由詩論＇3（ 

11. 民衆詩論＇1（ 

12. 民衆詩論＇2（ 

13. モダニズム詩論 

14. 授業のまとめと総合討論 

 

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

全員最低一回は担当する詩論のテクストについて報告してもらう。簡卖なレジュメも用意してもらう。当然のことながら取り上げる

テクストを読んできていることが受講の条件となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度＇議論への貢献度など（(25%)/担当する報告内容(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

jテキストは授業の開始前に Blackboard に PDF版の図書資料をアップするので、各自でダウンロードして、印刷するなりタブレット

や PC で読めるようにするなりの準備を事前にしてもらう。その他については授業の最初の時限で指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 日本近代詩論研究会．人見円吉、1972、『日本近代詩論の研究』、角川書店 

参考文献については授業内で指示する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

受講者には詩論のみならず詩のテクストについても当たってもらう。 

 

注意事項＇Notice（ 

授業实施日９8 月 5 日＇月（・6 日＇火（・7 日＇水（1 限～4 限 

8 日＇木（1 限～3 限 予定   

教审９7205 

 

  



 - 203 - 

■JG113 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG113．日本文学研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese Literature 5A) 

担当者名 

＇Instructor（ 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

井野 葉子(INO YOKO) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について＋徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自为講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for research 

into Japanese literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

学生为導による自为講座として＋それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて＋指導教員の指導や助言を受けるとともに＋参加者全員の自为的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答０ 

3. 発表と質疑応答１ 

4. 発表と質疑応答２ 

5. 発表と質疑応答３ 

6. 発表と質疑応答４ 

7. 発表と質疑応答５ 

8. 発表と質疑応答６ 

9. 発表と質疑応答７ 

10. 発表と質疑応答８ 

11. 発表と質疑応答 10 

12. 発表と質疑応答 11 

13. 発表と質疑応答 12 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

履修する学生の为体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献＇Readings（ 

指導教員の指示による。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

指導教員の指示による。 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG114 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG114．日本文学研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature 6A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

＇Instructor（ 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を身につけることを目指す。 

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire the fundamental capabilities for working out research themes and 

methods and for creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための实践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。また、その实戦的トレーニングとして、村上春樹「トニー滝谷」について、

段階的にミニ・レポートを作成する。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。 

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will learn steps 

for outputting these in the form of outlines and texts. In addition, as practical training, students will create a step-by-step 

mini-report on Haruki Murakami's Tony Takitani. The class plans will be adjusted appropriately in line with the wishes and 

capabilities of course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス．授業概要説明 

2. 研究テーマの意義を考える①研究計画書を書く 

3. 研究テーマの意義を考える②研究計画書を書き直す 

4. 研究テーマの意義を考える③方法論 

5. レポートの書き方①テキスト「０」の検討 

6. レポートの書き方②テキスト「１」の検討 

7. レポートの書き方③テキスト「２」の検討 

8. レポートの書き方④テキスト「３」の検討 

9. レポートの準備①作品の概要執筆 

10. レポートの準備②先行研究調査と構想 

11. レポートの準備③ボディの検討 

12. レポートの準備④結論・展墓と論文構成 

13. ミニ・レポートの自己チェック 

14. 授業のまとめ 

 

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

参考文献を自为的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業では、論文の書き方について学

ぶと同時に、村上春樹「トニー滝谷」をサンプルに、短いレポートを作成する。そのために必要な作業・思考を、適宜課すことにな

る。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業参加度(20%)/研究計画書(10%)/作品概要(10%)/先行研究調査(15%)/ボディの準備(20%)/ミニ・レポート(25%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 小笠原 喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社 (ISBN:978-4065135020) 

村上春樹『レキシントンの幽霊』＇文春文庫、1999（ 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

市川準監督『トニー滝谷』＇2005（ 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

「トニー滝谷」のテクストについては、授業時に説明する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG116 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG116．中国文学研究 ０ 

(Studies in Chinese Literature 1) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中国哲学の資料を＋漢文訓読法を用いて読解する。あわせて＋その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical documents. 

At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

漢文大系本により『楚辞』を講読する。王逸『楚辞章句』と朱熹『楚辞集注』という新旧の注釈が併載されているため＋注釈による

解釈の差異を合わせて検討する。毎回担当者が一定範囲を分担し＋『楚辞』本文および注の書き下しと現代日本語を配付資料と

して提示することにより講読を進めていく。解釈の差異が生じるところについては＋担当者の指摘を経てそのつど議論の対象とす

る。 

 

We will use the Kanbuntaikei (Compendium of classical Chinese literature) edition to read Chu Ci (The Songs of Chu). This edition 

have old and new annotations (Wang Yi‟s “Chu Ci in Sections and Phrases” 

and Zhu Xi‟s “Chu Ci Variorum” ) placed throughout, so we will investigate while paying attention to 

the disparity in the interpretations of the annotations. Every class, the instructor will allot a determined portion of text, rewriting 

the 

classical Chinese of Chu Ci or its annotations in Japanese word order; handouts in modern Japanese will also be distributed. 

The reading will proceed via this presentation method. The parts from which the disparities in the interpretations rise will become 

objects of discussion when they are pointed out by the students. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 『楚辞』読解＇０（ 

3. 『楚辞』読解＇１（ 

4. 『楚辞』読解＇２（ 

5. 『楚辞』読解＇３（ 

6. 『楚辞』読解＇４（ 

7. 『楚辞』読解＇５（ 

8. 『楚辞』読解＇６（ 

9. 『楚辞』読解＇７（ 

10. 『楚辞』読解＇８（ 

11. 『楚辞』読解＇10（ 

12. 『楚辞』読解＇11（ 

13. 『楚辞』読解＇12（ 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(20%)/講読発表の担当(50%)/議論参加(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

コピー配付。 

 

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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■JG151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG151．日本語学演習 ０ 

(Seminar in the Japanese Language 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
日本語学研究法 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

受講者は、日本語学に関する自らの研究課題について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その発表に対して受講

者全員で討議することになる。発表に際しては、研究の着想に至った背景、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などに

ついてレジュメをまとめて、論点を提示しつつ他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で

関連研究の調査分析などを行うことがある。 

 

Students will consider and examine their own research subjects related to Japanese linguistics, and will determine assigned areas 

and make presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students will be 

required to put together outlines covering the background leading to the ideas for the research, prior research, research 

objectives, research methods, current status and prospects, etc., and to convey these in simple terms to other course takers 

while putting forth points for discussion. Investigation and analysis of related research may be undertaken by all course takers as 

necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告＇０（ 

3. 受講者による報告＇１（ 

4. 受講者による報告＇２（ 

5. 受講者による報告＇３（ 

6. 受講者による報告＇４（ 

7. 受講者による報告＇５（ 

8. 受講者による報告＇６（ 

9. 受講者による報告＇７（ 

10. 受講者による報告＇８（ 

11. 受講者による報告＇０／（ 

12. 受講者による報告＇００（ 

13. 受講者による報告＇０１（ 

14. 受講者による報告＇０２（ 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何＇書籍や論文その他（をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG152．日本語学研究 ０Ａ 

(Studies in the Japanese Language 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
近代漢語の諸問題 

担当者名 

＇Instructor（ 
陳 力衛(CHEN LIWEI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

近代漢語の問題点へのアプローチの仕方を把握する 

 

Understand approaches to problem areas in modern kango (Japanese words of Chinese origin) 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

近世および近代文芸における漢語の受容を通して、近代漢語の成立及び今日的なさまざまな問題点を考える。 

 

The course will consider the formation of modern kango through the acceptance of kango in early modern and modern literary arts, 

as well as various current problem areas. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 漢語の層＇時代的（ 

2. 仏典の漢語と漢籍の漢語 

3. 小説の中の漢語 

4. 漢語の類義と近義 

5. 漢語の字順の顛倒と意味 

6. 漢語のサ変動詞 

7. 漢語の形容動詞 

8. 文法的なとらえ方 

9. 連体修飾と連用修飾 

10. 漢語副詞の再考 

11. 漢語の東アジアへの流布 

12. 他言語への影響 

13. 中国語における日本漢語 

14. 漢語の共通点とはなにか 

 

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

漢語関連の一冊を読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/出席・コメント(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 山田孝雄、1940、『国語の中に於ける漢語の研究』、宝文館 

2. 佐藤喜代治、1979、『日本の漢語』、角川書店 

3. 池上禎造、1984、『漢語研究の構想』、岩波書店 

4. 田島優、1998、『近代漢字表記語の研究』、和泉書院 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG153．日本語学研究 １Ａ 

(Studies in the Japanese Language 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
福沢諭吉のことば 

担当者名 

＇Instructor（ 
木村 義之(KIMURA YOSHIYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

福沢諭吉著『西洋事情』を資料として、当期の語彙と表記に関する研究手法を学ぶ。 

 

Using Seiyo jijo (Things Western) by Fukuzawa Yukichi as material, students will study research methods concerning the 

vocabulary and notation of the era. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

幕末～明治初年に刊行された『西洋事情』は、福沢諭吉が欧米を視察した際の観察記録である。これを資料として、明治初期の

訳語の出典を検討したり、造語法の特質を考察したりする。近代日本語語彙の記述・分析の方法には、すでにすぐれた研究の蓄

積があるが、これらの成果を理解しながら、『西洋事情』の資料的価値を再検討して、確認することとしたい。受講者には、担当資

料の調査・分析を分担してもらい、それを受講者全員で討議する。 

 

Published at the time of late Bakumatsu to the first year of the Meiji period, Seiyo jijo year is a record of what Fukuzawa Yukichi 

observed on a visit to the West. Using this as source material, the course will examine the source of translated words in the early 

Meiji era, and will consider the characteristics of coinage methods. While there is already considerable excellent research on 

methods for describing and analyzing modern Japanese vocabulary, the course hopes to understand these findings while 

reexamining and affirming the value of Seiyo jijo as materials. The course will have course takers examine and analyze assigned 

areas of the materials, then discuss these as a group. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ツールとしての近代の日本語辞書に関する概観＇０（ 

2. ツールとしての近代の日本語辞書に関する概観＇１（ 

3. 『西洋事情』の概観 

4. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇０（ 

5. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇１（ 

6. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇２（ 

7. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇３（ 

8. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇４（ 

9. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇５（ 

10. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇６（ 

11. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇７（ 

12. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇８（ 

13. 『西洋事情』の語彙調査、および語義の分析＇10（ 

14. まとめ 

 

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

受講生には、広く辞書を調査し、小さな違いにも気づくように目を配ること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表の内容(50%)/発表者に対する質問の内容(30%)/出席態度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

慶應義塾大学メディアセンターアーカイブス デジタルで読む福沢諭吉に掲載の『西洋事情』初出本文。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 山田忠雄、『近代国語辞書の歩み―その摸倣と創意と』、三省堂 

2. 沖森卓也ほか、『図説日本の辞書』、おうふう 

3. 大槻文彦、『言海』、ちくま学芸文庫 
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4. 木村秀次、『近代文明と漢語』、おうふう 

5. 佐藤亨、『幕末・明治初期語彙の研究』、桜楓社 

6. 陳力衛、『和製漢語の成立と展開』、汲古書院 

7. Ｊ・Ｃ・ヘボン、『和英語林集成＇第三版（』、講談社学術文庫 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 

国立国語研究所 日本語歴史コーパス https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/ 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG161．日本文学演習 ０Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of annotations 

from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作

って発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのようなニュアンスの違いを生

むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 日本文学演習０A で扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to differences in nuance, and other issues. 

 Students will continue reading parts covered in Seminar in Japanese Literature 1A. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表＇０（ 

3. 担当者による発表＇１（ 

4. 担当者による発表＇２（ 

5. 担当者による発表＇３（ 

6. 担当者による発表＇４（ 

7. 担当者による発表＇５（ 

8. 担当者による発表＇６（ 

9. 担当者による発表＇７（ 

10. 担当者による発表＇８（ 

11. 担当者による発表＇10（ 

12. 担当者による発表＇11（ 

13. 担当者による発表＇12（ 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜紹介します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG163 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG163．日本文学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
土御門院・順徳院を読む―勅撰和歌集入集歌読解＇恋部・雑部（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

土御門院と順徳院、二人の和歌＇勅撰和歌集に入集した恋・雑の歌（を読解し、それぞれの詠歌の特質についての理解を深め

る。 

 

Students will read and interpret the waka poetry (poems on love and miscellaneous topics anthologized in Chokusen Wakashu) of 

Emperor Tsuchimikado and Emperor Juntoku, and will deepen understanding of the characteristics of their respective poems. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

勅撰和歌集に入集した土御門院・順徳院の恋歌・雑歌を、巻の進行に従って読解する。初回・二回目は、新古今集の時代とその

和歌について、恋歌・雑歌に重点を置いた概説講義を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解してい

く。 

 

Students will read and interpret the poems on love and miscellaneous topics by Emperor Tsuchimikado and Emperor Juntoku 

anthologized in the Chokusen Wakashu sequel anthologies, as they progress through the volumes. The first and second sessions 

will be outline lectures on the era of the Shin Kokinshu and its waka poetry, focusing on poems on love and miscellaneous topics. 

After that, each session will designate a person in charge of specific waka, after which reading will take place in group format. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 新古今集時代の和歌について 

2. 土御門院との順徳院の和歌について 

3. 恋の歌を読み解く＇その０（ 

4. 恋の歌を読み解く＇その１（ 

5. 恋の歌を読み解く＇その２（ 

6. 恋の歌を読み解く＇その３（ 

7. 恋の歌を読み解く＇その４（ 

8. 恋の歌を読み解く＇その５（ 

9. 雑の歌を読み解く＇その０（ 

10. 雑の歌を読み解く＇その１（ 

11. 雑の歌を読み解く＇その２（ 

12. 雑の歌を読み解く＇その３（ 

13. 雑の歌を読み解く＇その４（ 

14. 雑の歌を読み解く＇その５（ 

 

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

次の回に扱われる和歌について、自分なりの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表(50%)/討議への貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを使用する。 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜、その都度指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG164 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG164．日本文学演習 ３Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 4B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
俳諧研究，元禄の俳諧を読む， 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の多様な方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpretation and investigation while experiencing the depth and enjoyment of haikai, and 

will learn the basics of early modern literature research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

元禄期の西鶴およびその周辺の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討す

る。 

 

Students will carefully read and annotate the renku verses of Saikaku and other haikai poets of the Genroku period, and will 

examine the differences among authors and regions and their respective characteristics. 

 

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. 俳諧史と俳諧研究の方法＇０（ 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法＇１（ 

4. 演習＇０（ 

5. 演習＇１（ 

6. 演習＇２（ 

7. 演習＇３（ 

8. 演習＇４（ 

9. 演習＇５（ 

10. 演習＇６（ 

11. 演習＇７（ 

12. 演習＇８（ 

13. 演習＇０／（ 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業時に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 219 - 

■JG165 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG165．日本文学演習 ４Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 5B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
宗教文芸研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

Through careful reading of Buddhist literature, students will deepen their understanding of Buddhist thought and will acquire 

perspectives for reading classical literature from multifaceted viewpoints. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

今学期は、天台宗の学僧源信によって著された『往生要集』を中心に読み進める。『往生要集』は、極楽往生に関する要文を様々

な経典・論書から集めた仏教書であり、後世の文学や思想、絵画などに、大きな影響を与えてきた。本演習では、『往生要集』を

輪読形式で精読し、古典文学との関係も視野に入れつつ、その特質を検討したい。 

 

This semester, the course will focus on Ojoyoshu, written by the scholarly monk Genshin of the Tendai sect. Ojoyoshu is a 

Buddhist book that collects essential texts on rebirth in the Pure Land from various scriptures and textbooks. It has had a major 

impact on later literature, thought, paintings, etc. In this seminar, students will carefully read Ojoyoshu in group format and 

examine its characteristics, taking into consideration its relationship with classical literature. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 源信と『往生要集』 

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．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%)/受講姿勢(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（ 

1. 梯信暁編、『新訳 往生要集 付詳註・索引』上下、法蔵館 

その他は授業時に紹介する。 

 

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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■JG166 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG166．日本文学演習 ５Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 6B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文学理論を学ぼう 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文学研究を進める上で利用可能な方法論的レパートリーを拡張し、文学や文化に関わる幅広い知的領域の中に自分の関心を位

置づけることをねらいとします。卖に批評理論をマスターするだけでなく、そこを起点に現代の批評研究理論を横断していく思考を

期待します。 

 

The aim of the course is to expand the methodological repertoire available for advancing literary research, and to position 

students' interests within a wide range of intellectual areas related to literature and culture. The course will expect students to 

not only master critical theory but also, from there, to display thinking that cuts across modern critical research theories. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ピーター・バリー＇高橋和久監訳（『文学理論講義』＇ミネルヴァ書房（をテキストに、文学理論の基本的なトピックスや歴史的展開、

最新の研究方法論の動向について学びます。基本的に演習形式をとり、テキストの各章について、担当する受講者の報告に基

づいた議論を通して理解していきます。 

 

Using Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory by Peter Barry (translated by Kazuhisa Takahashi; 

Minerva Shobo), students will learn about basic topics in literary theory and its historical development, and the latest trends in 

research methodology. The course will essentially adopt a seminar format, and students will understand each chapter of the text 

through discussions based on reports by course takers in charge of the assigned subject matter. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション＇文学研究の理論とはどのようなものか（．授業の目的と概要、進め方について説明する。 

2. 総論９現代文学理論案内①．文学理論の歴史的展開の意味 

3. 総論９現代文学理論案内②．文学理論の現在・日本の文学研究と文学理論 

4. 「第一章 「理論」以前の理論」を読む 

5. 「第二章 構造为義」を読む 

6. 「第三章 ポスト構造为義と脱構築＇ディコンストラクション（」を読む 

7. 「第四章 ポストモダニズム」を読む 

8. 「第五章 精神分析批評」を読む 

9. 「第六章 フェミニズム批評」を読む 

10. 「第七章 レズビアン．ゲイ批評」を読む 

11. 「第八章 マルクス为義批評」を読む 

12. 「第九章 新歴史为義と文化唯物論」を読む 

13. 「第十章 ポストコロニアル批評」を読む 

14. 議論の総括．これまでの授業内容を総括し、文学理論の可能性についてまとめる。 

 

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

事前学習としては、担当者は分担した章について報告の準備をする。また、受講者は授業で扱う章をあらかじめ熟読しておき、討

論に参加できる準備をする。 

事後学習としては、授業で学んだ批評理論を实際の文学テクストに応用する实践を重ね、理論的な分析記述の経験を積むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/話題毎に提出を求める授業内レポート(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. ピーター・バリー、2014、『文学理論講義』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07043-5) 

 

参考文献＇Readings（ 

授業の中で適宜紹介する。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG167 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG167．日本文学演習 ６Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 7B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
『東京百年物語 1～3』＇岩波文庫（を精読する 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will acquire 

methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

４限・５限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、０時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって１時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and give 

a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts according 

to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 発表０ 

3. 発表１ 

4. 発表２ 

5. 発表３ 

6. 発表４ 

7. 発表５ 

8. 発表６ 

9. 発表７ 

10. 発表８ 

11. 発表０／ 

12. 発表００ 

13. 発表０１ 

14. 発表０２ 

 

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、＇０（同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、＇１（テキスト内の語彙に関する注釈、＇２（

問題編成、＇３（テキストの分析と考察、＇４（結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. ロバート・キャンベル、十重田裕一、宗像和重編、2018、『東京百年物語』1～3、岩波書店 

 

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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■JG169 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG169．日本文学研究 ０Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
戦争と文学 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

近現代文学を歴史的な表現の表現に留意して精読する 

 

Reading of modern literature with attention to historical expressions 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期に引き続き戦争と日本文学の表現について考えるが、秋学期は各自の専門および論文課題により即した題材で発表して

もらう 

 

Following from the spring semester, students will think about war and the expression of Japanese literature in the fall semester, 

and will also deliver presentations on subjects according to their own specialties and thesis topics. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表０ 

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０／ 

12. 研究発表００ 

13. 研究発表０１ 

14. まとめ 

 

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

課題テキストの読解研究 

先行文献調査 

レジュメ作成 

レポート執筆 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 横光利一、『旅愁』、岩波文庫ほか 

2. 真山青果、『元禄忠臣蔵』、岩波文庫 

日本植民地文学精選集＇ゆまに書房（、金子光晴「マレー蘭印紀行」、斎藤茂吉「柿本人麿」、高村光太郎「智恵子抄」 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 大橋毅彦、『昭和文学の上海体験』、勉誠出版 

2. 川村湊、『文学から見る「満洲」』、吉川弘文館 

3. 石川達三、『風にそよぐ葦』、岩波現代文庫 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG170 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG170．日本文学研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
書誌学入門 ―日本文学研究のために 

担当者名 

＇Instructor（ 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本の古典籍＇和本（に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍＇和本（から必要な情報を取得・発見し＇書誌調査（、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること＇調査研究報告（までを、目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

江戸時代以前の、日本の古典籍＇和本・和古書（に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

 

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its content. 

  

 

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who have 

conveyed them until now. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは ＇講義（ 

2. 書物の成立 序・跋文＇講義（ 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その０＇講義（ 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その１＇講義・演習（ 

5. 図書館・文庫について① ＇講義（ 
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6. 図書館・文庫について② ＇演習（ 

7. 図書館・文庫について③ ＇講義（ 

8. 図書館・文庫について④ ＇演習（ 

9. 諸本と伝本 ① ＇講義（ 

10. 諸本と伝本 ② ＇演習（ 

11. 諸本と伝本 ③ ＇講義（ 

12. 諸本と伝本 ④ ＇演習（ 

13. 古筆切と手鑑 ＇講義・演習（ 

14. 古筆切と短冊 ＇講義・演習（ 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍＇和本（の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献＇Readings（ 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG171 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG171．日本文学研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
物語絵巻の研究と实践 

担当者名 

＇Instructor（ 
稲本 万里子(INAMOTO MARIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 「信貴山縁起絵巻」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラスの視点から

の分析など、絵巻研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして、絵巻研究を实践する力を身につける。 

 

 Drawing on the Shigisan-engi painted handscroll, students will engage in research spanning literature, art history, and 

historiography, and will learn methods for analysis of gender and sexuality, analysis from class perspectives, and other methods of 

researching handscrolls. Through comparisons of stories and pictures, students will acquire the ability to put handscroll research 

into practice. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文为のどのような意図によるものか。秋学期は、命

蓮説話と「信貴山縁起絵巻」を比較することで、物語と絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、「信貴山縁起絵巻」

を全巻鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、「信貴山縁起絵巻」のなかからひとつの場面を選び、物語と比較する

ことで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1 週間以内に、講評を私のブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容をさらに深めてレポートとして

提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 

 The pictorialization of a story is also an interpretation of the story. When a story is converted into pictures, what aspects of the 

story are selected, and how are they expressed? In the pictures, what is emphasized and what is omitted? What is the intent of the 

orderer of the pictures behind this? In the fall semester, students will cultivate the ability to read and interpret the differences 

between the story and pictures by comparing the Myoren narrative with the Shigisan-engi painted handscroll. 

 The first half of the class will be conducted in lecture format, and the second half in seminar format. First, after an 

overview-level description of art history and handscrolls, the course will introduce the current state of research while appreciating 

the Shigisan-engi handscroll. In the second half of the course, one scene will be selected from the Shigisan-engi handscroll and 

compared with the story. Students will give presentations on aspects of the pictorialization and the selection of scenes, after 

which all participants will discuss. As comments will be uploaded to my blog (http://blog.livedoor.jp/mariko1961/) within 1 week 

after presentations, students will read these, correct the presentation drafts, and submit the presentations with deepened content 

as reports. Students will also thoroughly read the comments of other course takers to improve presentations and reports. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 絵巻概説 

4. 「信貴山縁起絵巻」概説 

5. 「信貴山縁起絵巻」研究 1 

6. 「信貴山縁起絵巻」研究 2 

7. 「信貴山縁起絵巻」研究 3 

8. 「信貴山縁起絵巻」研究 4 

9. 「信貴山縁起絵巻」研究 5 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート提出 

 

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 
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 口頭発表の準備をする。 

 口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

口頭発表(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

 テキストは特に定めないが、「信貴山縁起絵巻」の図版を用意すること。泉武夫『躍動する絵に舌を巻く信貴山縁起絵巻』＇小学

館、2004 年 10 月（がおすすめ。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 秋山光和、23437、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 佐野みどり、35462、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

3. 加須屋誠編、41395、『図像解釈学―権力と他者』＇『仏教美術論集』4（、竹林舎 

 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

 授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

 口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG172 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG172．日本文学研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 4B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
日本近世文学研究の方法 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯倉 洋一(IIKURA YOUICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
秋学期集中講義 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

近世文学研究はどのように行われているか、具体的な事例を参照しながら理解し、实践する。それによって、近世文学以外の研

究、または日本文学研究以外の研究方法を相対化する。 

 

Students will understand and put into practice the ways in which early modern literature research is conducted, making reference 

to specific examples. Through this, students will relativize research methods other than those of Japanese literature research and 

early modern literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

近世文学の捉え方をまず概説し、具体的な事例で研究方法を示し、具体的に实践を交えながら、その理解を促進する。上田秋成

とその作品が考察の対象の中心となる。 

 

The course will first outline the ways in which early modern literature is viewed, then present research methods through specific 

examples, and promote understanding along with concrete practice. Ueda Akinari and his works will be the primary focus of 

examination. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 江戸時代および近世文学の捉え方 ０ 

2. 江戸時代および近世文学の捉え方 １ 

3. 『雤月物語』「菊花の約」を読む ０ 

4. 『雤月物語』「菊花の約」を読む １ 

5. 『雤月物語』「菊花の約」を読む ２ 

6. 「奇談」書をめぐる問題 ０ 

7. 「奇談」書をめぐる問題 １ 

8. 「奇談」書をめぐる問題 ２ 

9. 近世文芸の同時代批評 

10. 世界と趣向 

11. なぜ〈学術寓言〉が面白いのか 

12. 人と人とを繋ぐ文芸 ０ 

13. 人と人とを繋ぐ文芸 １ 

14. 人と人とを繋ぐ文芸 ２ 

 

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

集中講義ですので、毎日、翌日、読んできていただくテキストを配布しますので、授業の前までに読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

授業中を指示します。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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授業实施日９12 月 25 日＇水（3 限～5 限、26 日＇木（・27 日＇金（・28 日＇金（1 限～4 限 予定   

教审９X108 
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■JG173 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG173．日本文学研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 5B) 

担当者名 

＇Instructor（ 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

井野 葉子(INO YOKO) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について＋徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自为講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for research 

into Japanese literature. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

学生为導による自为講座として＋それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて＋指導教員の指導や助言を受けるとともに＋参加者全員の自为的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答０ 

3. 発表と質疑応答１ 

4. 発表と質疑応答２ 

5. 発表と質疑応答３ 

6. 発表と質疑応答４ 

7. 発表と質疑応答５ 

8. 発表と質疑応答６ 

9. 発表と質疑応答７ 

10. 発表と質疑応答８ 

11. 発表と質疑応答 10 

12. 発表と質疑応答 11 

13. 発表と質疑応答 12 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

履修する学生の为体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献＇Readings（ 

指導教員の指示による。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

指導教員の指示による。 
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注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 235 - 

■JG174 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG174．日本文学研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 6B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

＇Instructor（ 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

に、基礎をふまえて応用する力を身につけることを目指す。 

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire applied capabilities, based on fundamentals, for working out 

research themes and methods and creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための实践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、实際にアウトプットして検討する。具体的には、前期中に執筆した受講生の任意のレポートを素材として、他の受講

生がレジュメの形で分析・問題提起をした上で、ディスカッションを行う。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調

整する。 

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will actually 

output and examine these in the form of outlines and texts. Specifically, course takers will take up reports written by other 

students in the first part as materials and will analyze and raise issues with these in the form of outlines, after which discussion 

will take place. The class plans will be adjusted appropriately in line with the wishes and capabilities of course takers. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス．授業概要説明 

2. レポートの書き方．読み方 

3. レポートについてのレジュメの作成 

4. レポートの検討①書式の確認 

5. レポートの検討②要素の整理 

6. レポートの検討③用語の吟味 

7. レポートの検討④全体の構成 

8. レポートの検討⑤分量の調整 

9. レポートの検討⑥引用と論旨 

10. レポートの検討⑦読者の想定 

11. レポートの検討⑧ブラッシュアップ 

12. レポートの自己点検 

13. レポートのチェック・リスト 

14. 授業のまとめ 

 

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

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の实践につなげていくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業参加度(40%)/レジュメ(30%)/口頭発表(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 

2. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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原則として、受講は日本文学研究５Ａを履修した者に限る。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG176 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG176．中国文学研究 １ 

(Studies in Chinese Literature 2) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6310 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中国哲学の資料を＋漢文訓読法を用いて読解する。あわせて＋その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical documents. 

At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

前学期に引き続き＋漢文大系本により『楚辞』を講読する。王逸『楚辞章句』と朱熹『楚辞集注』という新旧の注釈が併載されてい

るため＋注釈による解釈の差異を合わせて検討する。毎回担当者が一定範囲を分担し＋『楚辞』本文および注の書き下しと現代

日本語を配付資料として提示することにより講読を進めていく。解釈の差異が生じるところについては＋担当者の指摘を経てその

つど議論の対象とする。 

 

Continuing from last semester, we will use a Kanbuntaikei (Compendium of classical Chinese literature) edition to read Chu Ci 

(The Songs of Chu). This edition have old and new annotations (Wang Yi‟s “Chu Ci in Sections and Phrases” 

and Zhu Xi‟s “Chu Ci Variorum” ) placed throughout, so we will investigate while paying attention to 

the disparity in the interpretations of the annotations. Every class, the instructor will allot a 

determined portion of text, rewriting the classical Chinese of Chu Ci or its annotations in Japanese word order; handouts in 

modern Japanese will also be distributed. The reading will proceed via this presentation method. The parts from which the 

disparities in the interpretations rise will become objects of discussion when they are pointed out by the students. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 『楚辞』読解＇０（ 

3. 『楚辞』読解＇１（ 

4. 『楚辞』読解＇２（ 

5. 『楚辞』読解＇３（ 

6. 『楚辞』読解＇４（ 

7. 『楚辞』読解＇５（ 

8. 『楚辞』読解＇６（ 

9. 『楚辞』読解＇７（ 

10. 『楚辞』読解＇８（ 

11. 『楚辞』読解＇10（ 

12. 『楚辞』読解＇11（ 

13. 『楚辞』読解＇12（ 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(20%)/講読発表の担当(50%)/議論参加(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

コピー配付。 

 

参考文献＇Readings（ 

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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■JG181 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG181．日本語学演習 １ 

(Seminar in the Japanese Language 2) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
日本語学研究法 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

受講者は、雑誌『日本語の研究』で取り上げられた任意の論考について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その

発表に対して受講者全員で討議することになる。発表に際しては、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などについて論

点を提示しつつ、他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で関連研究の調査分析などを

行うことがある。 

 

Students will consider and examine studies taken up in the journal Nihongo no Kenkyu, and will determine assigned areas and make 

presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students will be required to 

put together outlines covering prior research, research objectives, research methods, current status and prospects, etc., and to 

convey these in simple terms to other course takers while putting forth points for discussion. Investigation and analysis of related 

research may be undertaken by all course takers as necessary. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告＇０（ 

3. 受講者による報告＇１（ 

4. 受講者による報告＇２（ 

5. 受講者による報告＇３（ 

6. 受講者による報告＇４（ 

7. 受講者による報告＇５（ 

8. 受講者による報告＇６（ 

9. 受講者による報告＇７（ 

10. 受講者による報告＇８（ 

11. 受講者による報告＇０／（ 

12. 受講者による報告＇００（ 

13. 受講者による報告＇０１（ 

14. 受講者による報告＇０２（ 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何＇書籍や論文その他（をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JG182 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG182．日本語学研究 ０Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
外国資料による日本語研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
陳 力衛(CHEN LIWEI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

日本語研究のための外国資料とはなにか、その範囲をどこまで広げればよいのかを検討し、具体的な資料を取り上げて、とくに

中国資料の利用の可能性を考えてみる。 

 

The course will examine what foreign materials for Japanese language research are and how far the scope of these should be 

extended, and will take up specific materials, with particular consideration of the potential for the use of Chinese materials. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

近世以降の唐話資料と漢訳洋書を中心に、その性格と利用価値を究明していく。 

 

The course will investigate their nature and their value in use, focusing on Chinese narratives and foreign works translated into 

Chinese in the early modern period and later. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 外国資料とはなにか 

2. なぜ外国資料を必要とするのか 

3. 中国資料の紹介０―魏志倭人伝 

4. 中国資料の紹介１―明代資料 

5. 中国資料の紹介２―清代＇唐話（資料 

6. 中国資料の紹介３―近代洋学資料 

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 

 

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

参考書や関連論文を事前に読んでおく。疑問点を整理する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/出席、コメント(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 浜田敦、1986、『国語史の諸問題』、和泉書院 

2. 福島邦道、1993、『日本館訳語攷』、笠間書院 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

  

 

注意事項＇Notice（ 
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■JG183 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JG183．日本語学研究 １Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
福沢諭吉のことば 

担当者名 

＇Instructor（ 
木村 義之(KIMURA YOSHIYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL6410 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

福沢諭吉著『福翁自伝』を資料として、当期の語彙と表記に関する研究手法を学ぶ。 

 

Using Fukuo jiden by Fukuzawa Yukichi as material, students will study research methods concerning the vocabulary and notation 

of the era. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

『福翁自伝』は、福沢諭吉が晩年の回想録である。これを資料として、明治時代の語彙を検討したり、造語法の特質を考察したり

する。近代日本語語彙の記述・分析の方法には、すでにすぐれた研究の蓄積があるが、これらの成果を理解しながら、『福翁自

伝』で回想して言及した語の在り方と福沢の過去の著作の实態とでずれがないか、などを批判的に再検討して、確認することとし

たい。受講者には、担当資料の調査・分析を分担してもらい、それを受講者全員で討議する。 

 

Fukuo jiden records the reminiscences of Fukuzawa Yukichi in his later years. Using this as source material, the course will 

examine the vocabulary of the Meiji era, and will consider the characteristics of coinage methods. While there is already 

considerable excellent research on methods for describing and analyzing modern Japanese vocabulary, the course hopes to 

understand these findings while critically reexamining and affirming questions such as whether there are mismatches between the 

nature of language recollected and quoted from Fukuo jiden, and the actual writings of Fukuzawa in the past. The course will have 

course takers examine and analyze assigned areas of the materials, then discuss these as a group. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ツールとしての近代の日本語辞書に関する概観＇０（ 

2. ツールとしての近代の日本語辞書に関する概観＇１（ 

3. 『福翁自伝』の概観 

4. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇０（ 

5. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇１（ 

6. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇２（ 

7. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇３（ 

8. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇４（ 

9. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇５（ 

10. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇６（ 

11. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇７（ 

12. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇８（ 

13. 『福翁自伝』の語彙調査、および語義の分析＇10（ 

14. まとめ 

 

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

受講生には、広く辞書を調査し、小さな違いにも気づくように目を配ること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表の内容(50%)/発表者に対する質問の内容(30%)/出席態度(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

慶應義塾大学メディアセンターアーカイブス デジタルで読む福沢諭吉に掲載の『福翁自伝』初出本文。 

 

参考文献＇Readings（ 

山田忠雄『近代国語辞書の歩み―その摸倣と創意と 』＇三省堂（ 

沖森卓也ほか『図説日本の辞書』＇おうふう（ 

大槻文彦『言海』＇ちくま学芸文庫（ 
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木村秀次『近代文明と漢語』＇おうふう（ 

佐藤亨『幕末・明治初期語彙の研究』＇桜楓社（ 

陳力衛『和製漢語の成立と展開』＇汲古書院（ 

Ｊ・Ｃ・ヘボン『和英語林集成＇第三版（』＇講談社学術文庫（ 

松沢陽弘註『福沢諭吉集』＇新日本古典文学大系明治編 岩波書店（など 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 

国立国語研究所 日本語歴史コーパス https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/cmj/meiroku/ 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 244 - 

■JH121 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH121．フランス文学演習 ０Ａ 

(Seminar in French Literature 1A) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

現代ケベックの先住民文学を講読しながら＋ケベック社会の多様性や間文化性を考察する。 

 

Students will study diversity and interculturality of Quebec society by reading literatures by indigenous people of modern Quebec. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

グローバル化が進み＋国境の概念が揺らいできている今日＋フランス文学についても＋フランス語圏を視野に入れることによって

より鮮明に見えてくるものがあるのではないだろうか。1960 年代の「静かな革命」で伝統社会から一気に近代化したケベック州は＋

カナダに留まりつつも＋北米における独自のフランス語文化を育んできている興味深い地域である。 

1980 年代以降増加した新移民たちとの共存のあり方についてはすでに多くの経験を蓄積しているが＋近年は＋これまで独自のコ

ミュニティーを形成してきた先住民たちとも価値観を共有する場面が増えてきている。Naomi Fontaine＇1987-（はイヌーの 1 人で＋

北方の居留地で生まれ＋7 歳のときに家族とともにケベック市に移住し＋現在はフランス語教師をつとめながら作家活動を続けて

いる女性である。彼女が 2011年に発表したKuessipan, À toiは＋都市で生活するイヌーが居留地に住む同胞に語りかける断章か

ら成る小説である。この作品を講読しながら＋ケベックの歴史や社会を振り返り＋フランス語を核にしてさまざまな出自をもつ人々

が共生する現代ケベックの姿を考察する。 

 

As globalization is taking place, the concept of national border is blurring, so students will be able to see French literatures clearer 

by looking at French speaking areas. Quebec province leaped from traditional to modern society through 1960 Révolution 

Tranquille. Staying in Canada, Quebec is an interesting area that has cultivated its French language culture in North America. 

Although the people have accumulated much experience in co-existing with increasing new immigrants after 1980, in recent years, 

people are also frequently exposed to values of indigenous people, who have formed their unique community until now. Naomi 

Fontaine (1987-) is an Innu born in northern settlement. When she was 7 years old, she moved to Quebec City with her family. She 

is now working as a French language teacher while pursuing her writing career. She published Kuessipan, À toi in 2011. This fiction 

is made up of text fragments about city-dwelling Innus speaking to their settlement-dwelling fellows. When reading this work, 

students will reflect upon Quebecois history and society. Students will analyze modern Quebec where people of various 

descendants live and revolve around French language. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 概略カナダの歴史 

3. 概略ケベックの歴史と社会 

4. Kuessipan, À toi 講読＇０（ 

5. Kuessipan, À toi 講読＇2（ 

6. Kuessipan, À toi 講読＇3（ 

7. Kuessipan, À toi 講読＇4（ 

8. Kuessipan, À toi 講読＇5（ 

9. Kuessipan, À toi 講読＇6（ 

10. Kuessipan, À toi 講読＇7（ 

11. Kuessipan, À toi 講読＇8（ 

12. Kuessipan, À toi 講読＇9（ 

13. Kuessipan, À toi 講読＇０0（ 

14. Kuessipan, À toi 講読＇０1（ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は＋毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度＇出席＋口頭発表（(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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プリントを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 小畑精和・竹中豊編著、2009 年、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN-13: 978-4750329512) 

2. ジェラール・ブシャール著、2017 年、『間文化为義』、彩流社 (ISBN:ISBN978-4-7791-2431-0) 

3. 浅井晃著、2004 年、『カナダ先住民の世界』、彩流社 (ISBN:ISBN4-88202-875-1) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH122 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH122．フランス文学演習 ０Ｂ 

(Seminar in French Literature 1B) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

フランス現代詩を代表する詩人イヴ・ボヌフォワ＇Yves Bonnefoy, 1923-2016（が場所をめぐって展開する思索を講読することによ

り＋現代社会における芸術創造の根幹に関わる問いについて考察できるようになる。 

 

Students will read the contemplations on places of Yves Bonnefoy (1923-2016), an iconic poet of modern poems in France, to 

acquire ability to analyze fundamental questions about art creation in modern society. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ボヌフォワは 1953年に処女詩集『ドゥーヴの動と不動』を発表して以降＋詩集のみならず＋多くの詩論や美術評論＋神話事典の編

纂＋シェイクスピアをはじめとする外国文学の翻訳等を通して＋文学創造＋ひいては芸術創造全般にたいする根本的な問いにつ

いて思索を巡らせた詩人である。2016 年にその生涯を閉じたが＋彼が問いかけた問題は今もインパクトを失っていない。 

ボヌフォワの詩作は言葉によって現前＇プレザンス（を表現する試みに集約できるが＋その根源にあったのが「此処と他所」の和解

の問題だった。「此処」に現前しているものを表現することをみずからの詩の使命としながら＋「他所」にたいする誘惑も断ちがたい

詩人。授業では昨年に引き続き＋1972 年に発表した『奥の国＇後背地（』の講読を通して＋この問題を考察する。昨年とは異なる部

分を講読するので＋初回の授業でこれまで読んだ部分を要約・解説する。また＋あわせて詩作品も講読する。 

 

After Bonnefoy published his first poem collections On the Motion and Immobility of Douve in 1953, he has contemplated on wide 

variety of fundamental questions surrounding art and literature creation. He has achieved these through many poem theory, art 

critic, compilation of mythology, and translation of foreign literatures such as Shakespeare. Although he has departed in 2016, his 

questions are still impactful. 

Bonnefoy‟s poem collections can be integrated as attempts to represent presence (présence in French) in words but their roots 

lie in reconciliation of “here and there”. As a poet, he has taken up his poetic calling to represent here in present, but he was 

hard-pressed to reject temptation of “there”. This class will be sequel to last year. Students will read "L'Arrière-pays (The Back 

Country)" published in 1972 and analyze this question. Students will read different parts than last year. During the first class, parts 

already read will be summarized and explained. In addition, students will also read his poems. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. L’Arrière-pays 講読＇０（ 

3. L’Arrière-pays 講読＇１（ 

4. L’Arrière-pays 講読＇２（ 

5. L’Arrière-pays 講読＇３（ 

6. L’Arrière-pays 講読＇４（ 

7. L’Arrière-pays 講読＇５（ 

8. L’Arrière-pays 講読＇６（ 

9. L’Arrière-pays 講読＇７（ 

10. L’Arrière-pays 講読＇８（ 

11. L’Arrière-pays 講読＇10（ 

12. L’Arrière-pays 講読＇11（ 

13. L’Arrière-pays 講読＇12（ 

14. L’Arrière-pays 講読＇13（ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は＋毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度＇口頭発表や質疑応答（(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

1. 清水茂編・訳、1993 年、『イヴ・ボヌフォワ詩集』、小沢書店 (ISBN-13: 978-4755140037) 

2. 阿部良雄他訳、2002 年、『ありそうもないこと，存在の詩学』、現代思潮社 (ISBN-13: 978-4329010148) 

3. 小倉和子、2003 年、『フランス現代詩の風景』、立教大学出版会 (ISBN-13: 978-4901988018) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH161．フランス文学特殊研究 ０Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
小説論を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

作家が小説について論じた論考を精読する。フランス語の読解能力の向上をはかると同時に、批評的・理論的な文章に親しむこ

とで、各人が専門とする作家・作品について修士論文を執筆するための基盤を形成する。 

 

Students will read carefully discussions of authors about fictions. While improving their French reading skills, students will 

familiarize themselves with critical and theoretical essays. These will be foundations when students write their graduate thesis 

about their specialized authors or works. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

小説は、歴史的にはずっと劣ったジャンルと考えられてきた。ヘーゲル言うところのこの「近代市民社会の变事詩」を、その固有性

において発見し、文学創造の中心に据えたのは、フランス革命とそれに続く動乱を経験した十九世紀に他ならない。この授業で

は、フローベール、ゾラ、プルーストから、サルトルやクンデラまでおもに作家自身の書いた小説論・文学論を読むことで、小説と

いうジャンルの持っている歴史性と可能性を探っていきたい。 

 

Historically fictions were thought of as inferior genre. It is in the 19th century that fictions, which Hagel called "the epic in modern 

civil society," were discovered in their particularities and centered in literature creation, since the century experienced the 

French Revolution and the turbulence after the revolution. In this class, students will read fiction and literature theories written by 

authors themselves, including Flaubert, Zola, Proust, Sartre, and Kundera. Students will explore history-ness and possibility of 

fiction genre. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 講読０ 

3. 講読１ 

4. 講読２ 

5. 講読３ 

6. 講読４ 

7. 講読５ 

8. 講読６ 

9. 講読７ 

10. 講読８ 

11. 講読０／ 

12. 講読００ 

13. 講読０１ 

14. まとめ 

 

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

毎回必ず予習をして授業に臨むように。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

適宜プリントで配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. フローベール、2016、『ポケットマスターピース 07 フローベール』、集英社文庫ヘリテージシリーズ 

2. ゾラ、2007、『文学論集 1865-1896』、藤原書店 
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3. プルースト、2002、『評論選Ⅰ 文学篇』、ちくま文庫 

4. サルトル、1998、『文学とは何か』、人文書院 

5. クンデラ、2016、『小説の技法』、岩波文庫 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH162 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH162．フランス文学特殊研究 ０Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
フランス十九世紀小説を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

十九世紀フランスの代表的な小説家の作品を読み＋同時に批評の問題について考える。 

 

Students will read works from iconic fiction authors from 19th century France and think about critical questions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ギュスターヴ・フローベールの未刊の遺作『ブヴァールとペキュシェ』＇1880（を精読する。長編小説なので、授業ではすべてを読む

のは不可能だが、とりあえず第一章から読み始めたい。また、フランス語のテキストの精読と並行して＋文学テキストの分析の仕

方を学ぶため＋様々な批評の抜粋を読ませる予定である。フローベールはいわゆるヌーヴェル・クリティック以後の批評がもっとも

好んで取り上げた作家でもあり＋この作家に関する代表的な論考を通じて＋文芸批評の様々なアプローチに触れることができる

はずだ。受講者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。 

 

Students will read carefully Gustav Flaubert‟s unpublished legacy, Bouvart et Pécuchet (1880). Reading it from cover to cover is 

not possible during the class as it is a long novel. Nevertheless, students will start from the first chapter. In addition, students will 

read extracts of various critiques along with French texts to learn how to analyze literature texts. Flaubert is the author most 

preferred by critiques after the Nouvelle Critique. Students will be introduced to various approaches of art critique through iconic 

discussions about this author. All students are expected to participate actively according to their questions and interests. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 講読０ 

3. 講読１ 

4. 講読２ 

5. 講読３ 

6. 講読４ 

7. 講読５ 

8. 講読６ 

9. 講読７ 

10. 講読８ 

11. 講読０／ 

12. 講読００ 

13. 講読０１ 

14. まとめ 

 

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

授業開始時までに、あらかじめ翻訳＇菅谷訳、作品社、2019 年 6 月刊行予定（でよいので、作品を一通り通読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Gustave Flaubert. 2008. Bouvard et Pecuchet. GF Flammarion 

 

参考文献＇Readings（ 

1. フローベール、2016、『ポケットマスターピース 07 フローベール』、集英社文庫ヘリテージシリーズ 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JH163 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH163．フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
20 世紀フランス小説を読む＇プルースト（ 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

20 世紀フランス文学を代表する小説、プルーストの『失われた時を求めて』を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないな

がら、修士論文を書くうえで役に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

Students will use the 20th century French literature iconic fiction, Proust‟s À la recherche du temps perdu as material. Students 

will read this French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their graduate 

thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

長大かつ複雑な大作『失われた時を求めて』のなかから、喪と忘却の为題を軸にした第六篇『消え去ったアルベルチーヌ』をとり

あげ、文学作品をフランス語で分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じて、プルースト研究の蓄積を例にとり、伝

記研究、テーマ批評、ナラトロジー＇物語の技法論（、脱構築、表象文化史的アプローチ、ディスクール分析、草稿研究＇生成批評（

など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法を、受講者自身の研究対象に応用する機

会にもしたい。 

 

From this long and complex grand work À la recherche du temps perdu, students will select the 6th volume Albertine Disparue, 

which focuses on subjects of death and oblivion. Students will learn how to analyze and discuss literatures in French language. 

Whenever required, professor will use cumulative research on Proust introduce students to methodology of French literature 

research and history of critique, including biography research, subject critique, narratology (methodology to narrate), 

deconstruction, approach of representative and cultural history, discourse analysis, draft research (critique of creation), etc. 

Students will apply reading technique they have learnt on their research subjects. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 精読と発表０ 

3. 精読と発表１ 

4. 精読と発表２ 

5. 精読と発表３ 

6. 精読と発表４ 

7. 精読と発表５ 

8. 精読と発表６ 

9. 精読と発表７ 

10. 精読と発表８ 

11. 精読と発表０／ 

12. 精読と発表００ 

13. 精読と発表０１ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

コピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 
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1. プルースト作・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:9784003751213) 

2. 吉川一義、2014、『プルーストの世界を読む』、岩波書店 (ISBN:9784000287845) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

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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■JH164 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH164．フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
プルーストを読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
小黒 昌文(OGURO MASAFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

プルースト『失われた時を求めて』の精読をとおして、文学研究に必要な読解力と批評力を深める。 

 

By reading Proust‟s À la recherche du temps perdu, students will deepen their reading and critique skills required for literature 

researches. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

『失われた時を求めて』第６篇『見出された時』を中心としながら、小説の为要な場面を取り上げて丁寧に読んでゆく。精読に際し

ては、１／世紀初頭の文学動向や文化的・社会的コンテクストを学ぶとともに、文学作品の多角的な分析方法に親しむ機会ともす

る。 

 

Students will focus on the 7th volume of À la recherche du temps perdu, Le Temps Retrouvé. Students will select main scenes 

from the fiction and read them carefully. By reading these carefully, students will learn early 20th century literature movement, 

cultural and social contexts. Students will have opportunity to familiarize themselves with multi-facet analysis method of 

literatures. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 精読と発表０ 

3. 精読と発表１ 

4. 精読と発表２ 

5. 精読と発表３ 

6. 精読と発表４ 

7. 精読と発表５ 

8. 精読と発表６ 

9. 精読と発表７ 

10. 精読と発表８ 

11. 精読と発表０／ 

12. 精読と発表００ 

13. 精読と発表０１ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示します。なお、テキストとして指定する岩波文庫第０２巻は初回の授業までに必ず通読しておいて下さい。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. プルースト、2018、『失われた時を求めて 13 見出された時 I』、岩波文庫 (ISBN:9784003751220) 

フランス語原文についてはコピーを配布します。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 吉川一義、2014、『プルーストの世界を読む』、岩波書店 (ISBN:9784000287845) 

2. 坂本浩也、2015、『プルーストの黙示録——『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:9784766422085) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JH165 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH165．フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ジョルジュ・バタイユのエコノミー思想 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩野 卓司(IWANO TAKUJI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ジョルジュ・バタイユの思想は、現代思想の流れに i 大きな影響を及ぼしている。 

彼の文学作品は、逸脱したエロティシズムを为題とし、サドとともに人間の無意識の欲望を明るみに出しているし、ブランショととも

に言語への問いに支えられている点で、現代文学にその足跡を残している。 

神秘的経験に基づく彼の非，知への問いは、ヘーゲルの絶対知を批判しつつもニーチェの問いを受け継いでおり、フーコーやデ

リダの哲学に大きな刺激を与えている。 

文化人類学や社会学の知識に支えられた彼のエコノミーの思想は、消費のための消費の理論に基づいており、生産中心の発想

や資本为義と対立しており、現代の社会理論とも密接な関係を持っている。 

授業ではこういったバタイユの現代性に焦点を当ててて考えていきたい。 

 

Georges Bataille‟s thoughts have great impact on modern thinking. 

His literature focuses on subject of deviated eroticism. Same as Sade, he brought out human‟s subconscious desires. And 

together with Blanchot, he has contributed to linguistic questioning and left behind their footprints in modern literatures. 

His non-knowledge based on mystical experience and his criticism of Hegel‟s absolute knowledge have inherited Nietzsche‟s 

questions. These have had great influences on Foucault and Derrida‟s philosophies. 

Cultural anthropology and sociology knowledge have supported his thoughts on economy. His thought is based on theory of 

consumption for the sake of consumption. It is the antagonist to capitalism and idea based on production. It has close connection 

with modern sociological theory. 

In this class, students will focus on modernity of Bataille and think about it. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

バタイユは経済学者マルクスや人類学者モースの影響のもとで独自のエコノミーの理論を作り上げたが、授業ではこのエコノミー

の理論を明らかにしていく。この理論を展開している『呪われた部分』とその周辺のテクストを読みながら、バタイユの「消費のた

めの消費」の考えが、聖なるもの。エロティシズム、文学といかに結びついているかを解明していく。 

 

Bataille has receive influence from economist Marx and anthropologist Morse when constructing his own economy theory. This 

class will clarify this economy theory. Students will read La Part Maudite, which expands on this theory, and its surrounding texts. 

Students will receive the clarification on connections between Bataille‟s thought about “consumption for the sake of consumption” 

and the sanctity, eroticism, as well as literature. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. バタイユの思想の概説 

2. バタイユのエコノミー論の概説＇「消費の概念」を中心に（＇０（ 

3. バタイユのエコノミー思想の概説＇１（＇戦後思想を中心に（ 

4. La part maudite: I Consumation の読解＇０（ 

5. La part maudite: I Consumation の読解＇１（ 

6. La part maudite: I Consumation の読解＇２（ 

7. La part maudite: I Consumation の読解＇３（ 

8. La part maudite: I Consumation の読解＇４（ 

9. La part maudite: I Consumation の読解＇５（ 

10. L'économie à la mesure de l'univers の読解＇０（ 

11. L'économie à la mesure de l'univers の読解＇１（ 

12. L'économie à la mesure de l'univers の読解＇２（ 

13. L'érotisme の読解＇０（ 

14. L'érotisme の読解＇１（ 

 

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

予習をしてくること。 
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成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および授業参加度(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Georges Bataille. 1976. Oeuvres complètes VII. Gallimard 

テキストはプリントして配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岩野卓司、2010、『ジョルジュ・バタイユ』、水声社 

2. ドゥニ・オリエ、2015、『ジョルジュ・バタイユの反建築』、水声社 

3. ミシェル・シュリヤ、1991、『G.バタイユ伝＇上・下（』、筑摩書房 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH166 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH166．フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ジョルジュ・バタイユの無神学の思想 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩野 卓司(IWANO TAKUJI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ジョルジュ・バタイユの思想は、現代思想の流れに 大きな影響を及ぼしている。 

彼の文学作品は、逸脱したエロティシズムを为題とし、サドとともに人間の無意識の欲望を明るみに出しているし、ブランショととも

に言語への問いに支えられている点で、現代文学にその足跡を残している。 

神秘的経験に基づく彼の非，知への問いは、ヘーゲルの絶対知を批判しつつ、なおかつニーチェの問いを受け継いでおり、フー

コーやデリダの哲学に大きな刺激を与えている。 

文化人類学や社会学の知識に支えられた彼のエコノミーの思想は、消費のための消費の理論に基づいており、生産中心の発想

や資本为義と対立しており、現代の社会理論とも密接な関係を持っている。 

授業ではこういったバタイユの現代性に焦点を当ててて考えていきたい。 

 

Georges Bataille‟s thoughts have great influence on modern thinking trend. 

His literature focuses on subject of deviated eroticism. Same as Sade, he brought out human‟s subconscious desires. And 

together with Blanchot, he has contributed to linguistic questioning and left behind their footprints in modern literatures. 

His non-knowledge based on mystical experience and his criticism of Hegel‟s absolute knowledge have inherited Nietzsche‟s 

questions. These have had great influences on Foucault and Derrida‟s philosophies. 

Cultural anthropology and sociology knowledge have supported his thoughts on economy. His thought is based on theory of 

consumption for the sake of consumption. It is the antagonist to capitalism and idea based on production. It has close connection 

with modern sociological theory. 

In this class, students will focus on modernity of Bataille and think about it. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ニーチェの「神の死」の影響を受けながら、バタイユは独自の視点で無神学の思想を展開している。そこでは、恍惚＇脱我（のよう

な神秘的経験、笑い、エロティシズム、供犠、ポエジーなどが語られている。彼はこれらの経験を通して、神の不在の時代の聖な

るものや神的なるものを探求しているのだ。そして、この探求のなかで、知の極限ともいうべき「非ー知」の考えに到達した。授業

では「非ー知」に至る彼の思想を解明していく。 

 

Bataille has received influence from Nietzsche‟s God is Dead while developing his own perspective about atheism. It describes 

mystical experience resembling ecstasy (astral projection), laughter, eroticism, sacrifice, and poetry. He searched for sacred and 

god-like items in a god-less era through these experiences. During this search, he has arrived at the frontier of knowledge, i.e. 

“non-knowledge”. In this class, students will receive clarification on his thoughts leading up to “non-knowledge”. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ジョルジュ・バタイユの思想の概説 

2. ジョルジュ・バタイユの無神学思想の概説。 

3. L'expérience intérieure の読解＇０（ 

4. L'expérience intérieure の読解＇１（ 

5. L'expérience intérieure の読解＇２（ 

6. L'expérience intérieure の読解＇３（ 

7. L'expérience intérieure の読解＇４（ 

8. Le coupable の読解＇０（ 

9. Le coupable の読解＇１（ 

10. Le coupable の読解＇２（ 

11. Le coupable の読解＇３（ 

12. Sur Nietzsche の読解＇０（ 

13. Sur Nietzsche の購読＇１（ 

14. Sur Nietzsche の読解＇２（ 

 

授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 
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予習すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および授業参加度(50%)/プレゼンテーション(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Georges Bataille. 1973. Oeuvres complètes V. Gallimard 

2. Georges Bataille. 1973. Oeuvres complètes VI. Gallimard 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岩野卓司、2010、『ジョルジュ・バタイユ』、水声社 

2. ドゥニ・オリエ、2015、『ジョルジュ・バタイユの反建築』、水声社 

3. ミシェル・シュリヤ、1991、『ジョルジュ・バタイユ伝＇上・下（』、筑摩書房 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH169 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH169．フランス文学特殊研究 ４Ａ 

(Study in French Literature 5A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ルソー『社会契約論』から９フランス政治哲学への招待 

担当者名 

＇Instructor（ 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ジャン＜ジャック・ルソー『社会契約論』を精読しつつ、そこから過去の、現在のフランス、フランスの政治、政治制度、政治思想に

ついて多角的に考えます。 

 

Students will read carefully Jean-Jacques Rousseau‟s Du Contrat Social ou Principes du droit politique, and think about past and 

present France, French policy, political system, and political thinking. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

『社会契約論』の精読を通じて、西欧政治思想史とその諸問題のみならず、フランスとは何か、フランス革命とは何か、近代民为

为義とは何か、政治文化とは何か、さらには宗教と政治の関係についても概観を示します。Bac レベルの注と解説が付された版

でこの作品を読み、さらにそこに補足的説明を加えることで、「フランス的思考」＇著者はフランス人ではありませんが…（なるもの

の一端に触れます。 

 

By reading Du Contrat Social ou Principes du droit politique, students will be shown outlines of history of western Europe thinking, 

its various issues, what is France, what is French Revolution, what is modern democracy, what is political culture, and relationship 

between religion and politics. Students will read this work in version with Bac-level notes and explanations. In addition, 

supplementary explanations will be added to allow students to touch one end of “French thinking” (although the author is not 

French). 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入  

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解＇０（ 

4. テクスト読解＇１（ 

5. テクスト読解＇２（ 

6. テクスト読解＇３（ 

7. テクスト読解＇４（ 

8. テクスト読解＇５（ 

9. テクスト読解＇６（ 

10. テクスト読解＇７（ 

11. テクスト読解＇８（ 

12. テクスト読解＇０／（ 

13. テクスト読解＇００（ 

14. テクスト読解＇０１（＊まとめ 

 

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

テクストの読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。参考文献は、初回授業で指示します。日本語でおすすめ

の文献は、残念ながらほとんどありません。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(30%)/テクスト理解度(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Jean-Jacques Rousseau. 2011. Du contrat social. Editions Flammarion (ISBN:2081275236) 

翻訳は正直なところ、(白水 U ブックス) 新書でも岩波文庫でも、どちらでもよいです。他のものはおすすめしません。 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献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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■JH170 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH170．フランス文学特殊研究 ４Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ルソー『告白』から９フランス自伝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) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6313 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

自伝の終わり＞ 自伝のはじまり＞ フランス自伝文学の最高傑作、ジャン＜ジャック・ルソーの『告白』を読みます。ところで、『告

白』は、「これまでに例がなく、そしてこれからも誰も真似ておこなうことのないであろう企図」、つまりは反自伝ともいえる作品です。

自伝でありながら自伝ではない…そのようなものとしてこのあまりにも有名な作品を読み解いていきます。 

 

Is this the end of autobiography? Or the beginning of it? Students will read the best of French autobiographies, Jean-Jacques 

Rousseau‟s Les Confessions. By the way, Les Confessions was written so that no such work had been written and no imitation 

work will be done. In other words, it is an anti-autobiography. It is and isn‟t an autobiography at the same time… Students will read 

and understand this overtly popular work. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

０８世紀以降のフランス文学・思想はこの作品なしでは正確に理解できません。たえず『告白』以前にさかのぼりながら、そして『告

白』以降の文学史・思想史を想起しながら、この作品を読んでいきます。またこの授業では「草稿」も読みます。いわゆる「草稿研

究」をおこなうわけではありませんが、「草稿」が思いがけぬ「発見」、あるいは読解のヒントを与えてくれることを確認します。 

 

Without this work, students will not understand post-19th century French literature and thinking. Students will read this work by 

continuously tracing time before Les Confessions and imagining history of literature and thinking after Les Confessions. In addition, 

students will also read draft in this class. Students will not conduct the draft research literally, but students will check draft to find 

clues to help them understand the text. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解＇０（ 

4. テクスト読解＇１（ 

5. テクスト読解＇２（ 

6. テクスト読解＇３（ 

7. テクスト読解＇４（ 

8. テクスト読解＇５（ 

9. テクスト読解＇６（ 

10. テクスト読解＇７（ 

11. テクスト読解＇８（ 

12. テクスト読解＇０／（ 

13. テクスト読解＇００（ 

14. テクスト読解＇０１（＊まとめ 

 

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

テクストと草稿の読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(30%)/テクスト理解度(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Jean-Jacques Rousseau. 2011. Les Confessions : Livres 1 à 6. Editions Flammarion GF (ISBN:2081275279) 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献等については一回目の授業で指示します。 
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その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH181 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH181．フランス語学特殊研究０Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL5813 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、中世フランスの作品等を題材に、フランス語テクストの精読を行

う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis. Students will read French texts carefully by 

using medieval French works as materials. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語の文法についての初歩的な解説を行った後、12 世紀の『トリスタン物語』抜粋などを

読む。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, which are required in French 

literature research. Students will receive specific training according to their interests and levels. 

In addition, students will be briefed on history of French language. After the initial explanation of old French language grammar, 

students will read extracts of 12th century romance story "Tristan et Iseut" and other texts. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論０ 

3. 文学研究の方法論１ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方、図書館ガイダンス 

5. 古フランス語入門０ 

6. 古フランス語入門１ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法０ 

9. 精読の技法１ 

10. 精読の技法２ 

11. 精読の技法３ 

12. 発表０ 

13. 発表１ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JH182 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH182．フランス語学特殊研究０Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL5813 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis and read French texts carefully. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った作品のほか、受講生の関心に応じて何らかのテクストを取り上げ、詳読を行う。あわせて背景となるフランスの文化や歴史

についても案内を行う。 

学生による各自の研究テーマの簡卖な発表も予定している。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, while receiving specific 

training. In addition to works introduced in the spring semester, students will select and read carefully several texts according to 

their interests. At the same time, students will be introduced to background French culture and history. 

Students will also make simple presentations on their research subjects. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論０ 

3. 文学研究の方法論１ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. レトリック、比喩等総論 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法０ 

9. 精読の技法１ 

10. 精読の技法２ 

11. 精読の技法３ 

12. 発表０ 

13. 発表１ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントを配布。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

春学期のフランス語学特殊研究０A を受講していることが望ましい。 
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注意事項＇Notice（ 
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■JH191 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH191．フランス語学演習０Ａ 

(Seminar in the French Language 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Méthode de l'explication de texte 

担当者名 

＇Instructor（ 
ドゥルマズール(DELEMAZURE RAOUL) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL5412 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Apprendre la méthode de l'explication de texte en français. 

 

Understand how to analyze a French text in detail. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Ce cours a pour objet l'écriture académique en français, mais il sera l'occasion de voir des textes littéraires variés.  

 

This class teaches academic writing in French, and students will also have the opportunity to explore a diverse range of literary 

texts.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Introduction, méthode de l'explication de texte. 

2. Rimbaud, Sensation. 

3. Rimbaud, Le Dormeur du val. 
4. Rimbaud, Le Dormeur du val. 
5. Baudelaire, Parfum exotique. 

6. Baudelaire, Parfum exotique. 

7. Francis Ponge, Le Cageot. 
8. Francis Ponge, Le Cageot. 
9. Camus, L'étranger. 

10. Camus, L'étranger. 
11. Beckett, En attendant Godot. 
12. Beckett, En attendant Godot. 
13. Alain Robbe-Grillet, La Jalousie. 

14. Alain Robbe-Grillet, La Jalousie. 

 

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

Lire et préparer les textes. Régulièrement, rédiger l'analyse d'un texte.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Les textes sont distribués en classe. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH192 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH192．フランス語学演習０Ｂ 

(Seminar in the French Language 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Méthode de l'explication de texte en français. 

担当者名 

＇Instructor（ 
ドゥルマズール(DELEMAZURE RAOUL) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL5412 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Apprendre la méthode de l'explication de texte en français. 

 

Understand how to analyze a French text in detail. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Ce cours a pour objectif de s'améliorer en écriture académique en français mais aussi de voir des exemples variés de textes 

littéraires. 

 

This class aims to improve academic writing in French but also to explore various styles of literary texts. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Jean Echenoz, Ravel. 
2. Jean Echenoz, Ravel. 
3. Pascal Quignard, Tous les matins du monde. 

4. Pascal Quignard, Tous les matins du monde. 

5. Albert Camus, Le Premier homme. 

6. Albert Camus, Le Premier homme. 

7. Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance. 

8. Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance. 

9. Roland Barthes, La Chambre claire. 

10. Roland Barthes, La Chambre claire. 

11. Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein. 

12. Marguerite Duras, Le Ravissement de Lol V. Stein. 

13. Henri Michaux, Plume. 

14. Henri Michaux, Plume. 

 

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

Lire et préparer les textes. Régulièrement, rédiger l'analyse d'un texte.  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Les textes seront distribués en classe. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH195 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH195．フランス語学演習２Ａ 

(Seminar in the French Language 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

＇Instructor（ 
ルーセル＋Ｆ－(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6412 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. Les 

objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants, notamment pour ceux préparant des examens ou 

concours. 

 

The general objective of this class is to help students build on their French writing and oral expression skills in an academic 

context. Specific objectives will be established according to student needs, in particular for students preparing exams or 

competitions. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale préparée à l'avance. 

Puis l'essentiel du cours sera consacré à une activité approfondissant une technique académique particulière, la plupart du temps 

à l'écrit. Chaque type de production écrite sera mis en pratique sous forme de devoir. La correction collective en classe permettra 

de mettre l'accent sur les principales difficultés de mise en forme et d'expression (reformulation). 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions. Les 

types de travaux abordés pourront être par exemple : le CV, la lettre de motivation, le résumé, la synthèse, l'essai argumentatif, la 

dissertation, le thème (traduction). 

Une petite partie du cours pourra éventuellement être consacrée à un exercice de traduction (thème) donné sous forme de 

devoirs : la traduction étant aussi un moyen efficace de progresser en composition française. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre, respectant les formes académiques, et 

portant si possible sur son domaine de recherches. 

 

Each session will begin with a short conversation exchange or short oral presentation which will be prepared in advance. 

The class will mainly center on activities that strengthen a specific academic technique, mostly in writing. Students will have to 

write essays as a homework assignment. Classroom feedback activities will address the main challenges regarding structure and 

expression (wording). 

The priority will be to correct language errors and to improve style and the overall structure of essays. Assignments may include: 

a CV, a cover letter, a summary, an argumentative essay, a composition, or a translation into French. 

A section of the lesson may include a translation exercise (into French) to complete as a homework assignment: translation 

exercises are also an effective way to make progress in writing a French essay. 

Finally, each student will also have to deliver at least one long oral presentation per semester, respecting academic methodologies, 

and if possible relevant to the student‟s field of research. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1.  Les principales formes académiques d'expression en français (1) 

2.  Les principales formes académiques d'expression en français (2) 

3.  Les principales formes académiques d'expression en français (3) 

4.  Ecrire un CV en français (1) 

5.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (1) 

6.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (2) 

7.  Ecrire un résumé (1) 

8.  Ecrire un résumé (2) 

9.  Ecrire un résumé (3) 

10.  Ecrire un résumé (4) 

11.  Exposés longs de fin de semestre (1) 

12.  Exposés longs de fin de semestre (2) 

13.  Exposés de fin de semestre (3) 

14. 14. Exposés de fin de semestre (4) 
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授業時間外＇予習・復習等（の学習＇Study Required Outside of Class（ 

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer... 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Participation en classe(10%)/Grand exposé(20%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JH196 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JH196．フランス語学演習２Ｂ 

(Seminar in the French Language 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

＇Instructor（ 
ルーセル＋Ｆ－(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL6412 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. Les 

objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants. 

 

The general objective of this class is to help students build on their French writing and oral expression skills in an academic 

context. Specific objectives will be established according to student needs. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale. 

L'essentiel du cours sera consacré à une technique académique particulière, la plupart du temps à l'écrit. Il y aura des devoirs 

réguliers pour les pratiquer, et une correction collective en classe. 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions 

Une petite partie du cours pourra éventuellement être consacrée à un exercice de thème. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre. 

 

Each session will begin with a short conversation exchange or short oral presentation. 

 Most of the lesson will focus on a specific academic technique, mostly in writing. Regular homework will be assigned to apply 

knowledge, followed by group feedback in the classroom. 

 The priority will be to correct language errors and to improve style and the overall structure of essays 

. A section of the lesson will possibly include a translation exercise. 

 Finally, each participant will also have to deliver at least one long oral presentation per semester. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Rédiger une synthèse (1) 

2. Rédiger une synthèse (2) 

3. Rédiger une synthèse (3) 

4. Rédiger une synthèse (4) 

5. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (1) 

6. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (2) 

7. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (3) 

8. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (4) 

9. Récapitulation, révisions (1) 

10. Récapitulation, révisions (2) 

11. Récapitulation, révisions (3) 

12. Exposés longs de fin de semestre (1) 

13. Exposés longs de fin de semestre (2) 

14. Exposés longs de fin de semestre (3) 

 

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

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer par exemple. 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Grand exposé(20%)/Participation en classe(10%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 
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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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■JI154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI154．ドイツ文学特殊研究１Ａ 

(Study in German Literature 2A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ青年運動 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ青年運動に関する様々な文献を講読する。一般には「ワンダーフォーゲル」で知られるドイツ青年運動は、19 世紀後半から

20 世紀前半にかけて興った大衆運動、文化運動として理解できるが、その内实は文学、思想、音楽、教育学、政治など多岐にわ

たる分野・領域と密接に絡み合っている。 

春学期はウォルター・ラカーの研究書やベンヤミン、ヴィネケンなどの基本テクストの講読を予定しているが、履修者の要望があ

れば勘案する。 

 

Students will read various literatures about German Youth Movement. Normally the German Youth Movement is known for its 

Wandervogel. It can be understood as cultural and popular movement from the late 19th century to early 20th century. In fact, the 

movement is closely intertwined with various areas and sectors including literature, thought, music, pedagogy, and politic. 

In the spring semester, students will read basic texts including Walter Laqueur‟s research literatures, Benjamin, and Wyneken. 

Students‟ desires will also be considered. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論＇1（ 

3. テクスト読解と議論＇2（ 

4. テクスト読解と議論＇3（ 

5. テクスト読解と議論＇4（ 

6. テクスト読解と議論＇5（ 

7. テクスト読解と議論＇6（ 

8. テクスト読解と議論＇7（ 

9. テクスト読解と議論＇8（ 

10. テクスト読解と議論＇9（ 

11. テクスト読解と議論＇10（ 

12. テクスト読解と議論＇11（ 

13. テクスト読解と議論＇12（ 

14. テクスト読解と議論＇13（ 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

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（ 

コピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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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■JI155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI155．ドイツ文学特殊研究１Ｂ 

(Study in German Literature 2B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ青年運動 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ青年運動に関する様々な文献を講読する。一般には「ワンダーフォーゲル」で知られるドイツ青年運動は、19 世紀後半から

20 世紀前半にかけて興った大衆運動、文化運動として理解できるが、その内实は文学、思想、音楽、教育学、政治など多岐にわ

たる領域・分野と密接に絡み合っている。 

秋学期は特に第一次世界大戦からヴァイマル共和国時代にかけての関連テクストを講読するが、履修者の要望があれば勘案す

る。 

 

Students will read various literatures about German Youth Movement. Normally the German Youth Movement is known for its 

Wandervogel. It can be understood as cultural and popular movement from the late 19th century to early 20th century. In fact, the 

movement is closely intertwined with various areas and sectors including literature, thought, music, pedagogy, and politic. 

In the fall semester, students will read texts focusing on era from WWI to Weimar Republic. Students‟ requests will also be 

considered. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論＇1（ 

3. テクスト読解と議論＇2（ 

4. テクスト読解と議論＇3（ 

5. テクスト読解と議論＇4（ 

6. テクスト読解と議論＇5（ 

7. テクスト読解と議論＇6（ 

8. テクスト読解と議論＇7（ 

9. テクスト読解と議論＇8（ 

10. テクスト読解と議論＇9（ 

11. テクスト読解と議論＇10（ 

12. テクスト読解と議論＇11（ 

13. テクスト読解と議論＇12（ 

14. テクスト読解と議論＇13（ 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

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（ 

コピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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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■JI156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI156．ドイツ文学特殊研究６Ａ 

(Study in German Literature 7A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ゲーテの戯曲の読解を通して＋なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか＋その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Goethe‟s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas were still played in 

modern era repeatedly. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ゲーテの戯曲の中から代表的な『ファウスト』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論す

る。 

 

Students will read Faust, one of Goethe‟s iconic dramas, while using related public performances, reference materials, and films for 

discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション＇授業全体の進行の確認（ 

2. 『ファウスト』の紹介。 

3. 『ファウスト』を読む。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI157．ドイツ文学特殊研究６Ｂ 

(Study in German Literature 7B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ゲーテの戯曲の読解を通して＋なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか＋その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Goethe‟s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas were still played in 

modern era repeatedly. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ゲーテの戯曲の中から代表的な『ファウスト』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論す

る。 

 

Students will read Faust, one of Goethe‟s iconic dramas, while using related public performances, reference materials, and films for 

discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. オリエンテーション＇授業全体の進行の確認（ 

2. 『ファウスト』を読む。 

3. 第二回の続き。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

授業中に指示する。 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI162 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI162．ドイツ文学特殊研究０Ａ 

(Study in German Literature 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Jean Paul: Titan を読む。 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Jean Paul: Titan を読む。 

 

Students will read Jean Paul: Titan. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Jean Paul: Titan を読む。 

 

Students will read Jean Paul: Titan. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Jean Paul: Titan を読む。 

2. Jean Paul: Titan を読む。 

3. Jean Paul: Titan を読む。 

4. Jean Paul: Titan を読む。 

5. Jean Paul: Titan を読む。 

6. Jean Paul: Titan を読む。 

7. Jean Paul: Titan を読む。 

8. Jean Paul: Titan を読む。 

9. Jean Paul: Titan を読む。 

10. Jean Paul: Titan を読む。 

11. Jean Paul: Titan を読む。 

12. Jean Paul: Titan を読む。 

13. Jean Paul: Titan を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Jean Paul: Titan を読む。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Jean Paul. 1983. Titan. Insel (ISBN:978-3458323716) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI168 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI168．ドイツ文学特殊研究７Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Peter Handke und die 1970er Jahre. 

担当者名 

＇Instructor（ 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5342 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Die Studierenden sollen einen Überblick über das literarische Schaffen Peter Handkes in den 1970er Jahren erhalten und in 

Verbindung mit dem literaturgeschichtlichen und zeithistorischen Kontext analysieren. 

 

The students should get an overview of the literary work of Peter Handkes in the 1970s and analyze in it conjunction with the 

literary-historical and contemporary historical context. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Die 1970er Jahre waren in Österreich, wie in der Bundesrepublik Deutschland und vielen westeuropäischen Ländern, eine Zeit des 

kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Umbruchs. Peter Handke hatte bereits im Jahre 1966 in Princeton die Gruppe 47 

hart kritisiert und damit einen Bruch mit der Literatur der Nachkriegszeit, die auf vielfache Weise thematisch und ästhetisch als 

erstarrt und rückwärtsgewandt erschien, provoziert. Der vorliegende Kurs untersucht anhand von vier Texten Peter Handkes 

dessen Gegenentwurf zur etablierten Literatur seiner Zeit im Kontext der zeithistorischen Diskurse.  

 

The 1970s were a time of cultural, social and political upheaval in Austria, as it was in the Federal Republic of Germany and many 

Western European countries also. Back in 1966 already, Peter Handke had harshly criticized Group 47 at Princeton, thus provoking 

a break with post-war literature, which in many ways appeared to be both thematically and aesthetically stuck and 

backward-looking. Based on four texts by Peter Handkes, the present course examines his counter-proposal to the established 

literature of his time in the context of contemporary historical discourses.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Einführung: Peter Handke 

2. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (1)  

3. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (2)  

4. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (3)  

5. Wunschloses Unglück (1) 

6. Wunschloses Unglück (2) 

7. Wunschloses Unglück (3) 

8. Falsche Bewegung (1)  

9. Falsche Bewegung (2)  

10. Falsche Bewegung (3)  

11. Als das Wünschen noch geholfen hat (1)  

12. Als das Wünschen noch geholfen hat (2)  

13. Als das Wünschen noch geholfen hat (3)  

14. Resümee  

 

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

Textlektüre (die Texte werden im Unterricht verteilt) 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mitarbeit(60%) 

 

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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■JI169 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI169．ドイツ文学特殊研究７Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Kraus, Musil, Roth, Zweig und die untergegangene k.u.k. Monarchie 

担当者名 

＇Instructor（ 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6342 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Die Studierenden sollen die behandelten Texte eigenständig analysieren und im historischen Kontext verhandeln.  

 

Students are expected to analyze the relevant texts independently and assess them in historical context.  

 

授業の内容＇Course Contents（ 

In diesem Kurs werden vier zentrale Texte der Zeit nach dem 1. Weltkrieg behandelt, die sich mit dem Untergang der k.u.k. 

Monarchie beschäftigen. Dabei werden unterschiedliche Sichtweisen auf das Ende der alten Ordnung geworfen und in Verbindung 

mit dem Aufstieg totalitärer Systeme in der Zwischenkriegszeit gebracht. Die den Texten zugrundeliegenden ästhetischen 

Konzepte werden im literarischen Kontext der Zeit untersucht.  

 

Capacity to analyze literary texts regarding the end of the Austro-Hungarian empire. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Einführung: Historischer Kontext. Die Autoren: Robert Musil, Karl Kraus, Stefan Zweig, Joseph Roth.  

2. Karl Kraus: Die Letzten Tage der Menschheit (1)  

3. Karl Kraus: Die Letzten Tage der Menschheit (2)  

4. Karl Kraus: Die Letzten Tage der Menschheit (3)  

5. Joseph Roth: Radetzkymarsch (1) 

6. Joseph Roth: Radetzkymarsch (2) 

7. Joseph Roth: Radetzkymarsch (3) 

8. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (1)  

9. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (2)  

10. Stefan Zweig: Die Welt von Gestern (3)  

11. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1)  

12. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (2)  

13. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (3)  

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

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

Textlektüre 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mitarbeit(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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■JI170 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI170．ドイツ語学特殊研究０Ａ 

(Study in the German Language 1A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
中高ドイツ語でよむ 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6440 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中高ドイツ語テキストを辞書・文法書を用いて読めるようにする。 

 

Students will be able to read Middle High German textbooks with dictionaries and grammar books. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

『ニベルンゲンの詩』から毎週一定量を講読する。 

 

Students will read a certain amount of Das Nibelungenlied every week. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 第 1 回講読 

2. 第 2 回講読 

3. 第 3 回講読 

4. 第 4 回講読 

5. 第 5 回講読 

6. 第 6 回講読 

7. 第 7 回講読 

8. 第 8 回講読 

9. 第 9 回講読 

10. 第 10 回講読 

11. 第 11 回講読 

12. 第 12 回講読 

13. 第 13 回講読 

14. 第 4 回講読 

 

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

毎回担当分を予習 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

2019 年 4 月 23 日付変更＇変更理由９成績評価方法の変更（【変更前の記載内容】平常点(100％) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 井出万秀＇訳（、2016、『中高ドイツ語小文法』、郁文堂 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

なし 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI171 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI171．ドイツ語学特殊研究０Ｂ 

(Study in the German Language 1B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
テキスト＇学術論文・中世ドイツ語（精読 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6440 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

テキスト＇学術論文もしくは中世ドイツ語（を精読し＋読解力を養う 

 

Students will read carefully these textbooks (academic thesis or Middle High German) to cultivate their reading and 

comprehension skills. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

演習形式で行う。ドイツ語学・文学研究の基礎となる状況に精通する。 

 

The class will be in seminar format. Students will become adept in cases that are foundations of German linguistic and literary 

researches. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. テキスト講読 

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 

 

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

授業で講読する箇所を準備した上で授業にのぞむ。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. S. Grosse (Hg.). Nibelungenlied. Reclam (ISBN:978-3-15-018914-6) 

2. カール・ヴァインホルト 他、2017、『中高ドイツ語小文法』、郁文堂 (ISBN:978-4261073348) 

3. Lexer. Mhd. Taschenwöerterbuch. Hirsch 

 

参考文献＇Readings（ 

随時指示 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI176 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI176．ドイツ文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in German Literature 3A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化研究の基礎テクスト 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

Students will practice their linguistic and thinking skills to be able to discuss German cultural researches at modern standards. 

Students will aim to acquire issue and solution awareness required in researching. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するため、今学期も前年度春学期に引き続き

Hans Blumenberg の作品を読む。抽象度の高いドイツ文の精確な読解力の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目

的とするので、訳読と分析、報告を中心とする古典的演習方法が授業の中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個

別指導と連携している。 

 

Students will practice their solution awareness and linguistic skill required as foundation to discuss modern literature, culture, and 

media. To do that, students will continue their task of reading Hans Blumenberg‟s works after spring semester last year. The 

priority goal is to acquire basic knowledge of academic and solution theories, as well as reading skills to understand correctly 

highly abstract German texts. This class will proceed in classic seminar method, focusing on translation, reading, analysis, and 

report. In addition, this class is linked with individual instructions for master and doctoral thesis. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. Blumenberg: Text 1-1 

3. Blumenberg: Text 1-2 

4. Blumenberg: Text 1-3 

5. Blumenberg: Text 1-4 

6. Blumenberg: Text 1-5 

7. Blumenberg: Text 1-6 

8. Blumenberg: Text 2-1 

9. Blumenberg: Text 2-2 

10. Blumenberg: Text 2-3 

11. Blumenberg: Text 2-4 

12. Blumenberg: Text 2-5 

13. Blumenberg: Text 2-6 

14. 総括と質疑 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席態度(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

テキストはコピーして第一回目授業で配布。 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JI177 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI177．ドイツ文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in German Literature 3B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
メディア研究の基礎テクスト 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6340 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

Students will practice their linguistic and thinking skills to be able to discuss German cultural researches at modern standards. 

Students will aim to acquire issue and solution awareness required in researching. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するために、今学期は 2017 年度秋学期に続き

メディア論の画期的文献のひとつである Friedrich A. Kittler の Draculas Vermächtnis に収められた論文を読む。抽象度の高いド

イツ文の精確な読解力の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目的とするので、訳読と分析、報告を中心とする古

典的演習方法が授業の中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個別指導と連携している。 

 

Students will practice their solution awareness and linguistic skills required as foundation to discuss modern literature, culture, 

and media. To do that, students will continue their task of reading Friedrich A. Kittler‟s Draculas Vermächtnis, a revolutionary 

literature on media theory, after the fall semester in the academic year 2017. The priority goal is to acquire basic knowledge of 

academic and solution theories, as well as reading skills to understand correctly highly abstract German texts. This class will 

proceed in classic seminar method, focusing on translation, reading, analysis, and report. In addition, this class is linked with 

individual instructions for master and doctoral thesis. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入 

2. Kittler 

3. Kittler 

4. Kittler 

5. Kittler 

6. Kittler 

7. Kittler 

8. Kittler 

9. Kittler 

10. Kittler 

11. Kittler 

12. Kittler 

13. Kittler 

14. Kittler 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席態度(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 

 



 - 289 - 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI184 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI184．ドイツ語教育特殊研究 ０Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

＇Instructor（ 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU)   

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI)  

ヴァイス＋Ｄ－(WEISS DAVID) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに＋それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について＋語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また＋各自の

研究テーマで個人研究発表を行い＋それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院在籍の院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school students 

will take this class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議＇０（ 

3. 院生研究発表と討議＇１（ 

4. 院生研究発表と討議＇２（ 

5. 院生研究発表と討議＇３（ 

6. 院生研究発表と討議＇４（ 

7. 院生研究発表と討議＇５（ 

8. 院生研究発表と討議＇６（ 

9. 院生研究発表と討議＇７（ 

10. 院生研究発表と討議＇８（ 

11. 院生研究発表と討議＇10（ 

12. 院生研究発表と討議＇11（ 

13. 院生研究発表と討議＇12（ 

14. 院生研究発表と討議＇13（ 

 

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

発表担当者は事前に概要を告知し＋ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JI185 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI185．ドイツ語教育特殊研究 ０Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

＇Instructor（ 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI)  

ヴァイス＋Ｄ－(WEISS DAVID) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに＋それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について＋語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また＋各自の

研究テーマで個人研究発表を行い＋それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school students 

will take this class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議＇０（ 

3. 院生研究発表と討議＇１（ 

4. 院生研究発表と討議＇２（ 

5. 院生研究発表と討議＇３（ 

6. 院生研究発表と討議＇４（ 

7. 院生研究発表と討議＇５（ 

8. 院生研究発表と討議＇６（ 

9. 院生研究発表と討議＇７（ 

10. 院生研究発表と討議＇８（ 

11. 院生研究発表と討議＇10（ 

12. 院生研究発表と討議＇11（ 

13. 院生研究発表と討議＇12（ 

14. 院生研究発表と討議＇13（ 

 

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

発表者は事前にテーマを告知し＋ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JI188 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI188．ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Mythos und Identität: Zur politischen Dimension mythischer Narrative 

担当者名 

＇Instructor（ 
ヴァイス＋Ｄ－(WEISS DAVID) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL5842 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand 

deutsch-japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Acquisition of written skills in academic writing as well as a deepening of the understanding of texts based on German-Japanese 

and Japanese-German translations 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Wir werden einige einschlägige Texte (u.a. von Bronislaw Malinowski, Ernst Cassirer, Karl Kerenyi und Jan Assmann) zur 

politischen Dimension von Mythen übersetzen und diskutieren. In der ersten Hälfte des Semesters erfolgt die Übersetzung 

ausgewählter Textpassagan aus dem Deutschen ins Japanische, in der zweiten Hälfte aus dem Japanischen ins Deutsche. 

 

We will translate and discuss a number of relevant texts (including Bronislaw Malinowski, Ernst Cassirer, Karl Kerenyi and Jan 

Assmann) about the political dimension of myths. In the first half of the semester, we translate selected text passages from 

German into Japanese, and in the second half Japanese into German. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Einführung 

2. Übersetzung 1 

3. Übersetzung 2 

4. Übersetzung 3 

5. Übersetzung 4 

6. Übersetzung 5 

7. Übersetzung 6 

8. Übersetzung 7 

9. Übersetzung 8 

10. Übersetzung 9 

11. Übersetzung 10 

12. Übersetzung 11 

13. Übersetzung 12 

14. Übersetzung 13 

 

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

Vorbereitung der Übersetzungen 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

abgegebene Übersetzungen(60%)/Mitarbeit im Unterricht(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Werden über Blackboard bekannt gegeben 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Der Unterricht findet auf Deutsch statt. Der Schwierigkeitsgrad wird dem Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst. 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JI189 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JI189．ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 

„Herrenrasse“ und „Götterland“: Gegenseitige Wahrnehmungen von Japanern und 

Deutschen, 1933–1945 

担当者名 

＇Instructor（ 
ヴァイス＋Ｄ－(WEISS DAVID) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL6842 

言語 

＇Language（ 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand 

deutsch-japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Acquisition of written skills in academic writing as well as a deepening of the understanding of texts based on German-Japanese 

and Japanese-German translations 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Wir werden uns anhand aktueller Forschungsliteratur mit den vorherrschenden Japanbildern in Deutschland sowie mit den 

dominanten Deutschlandbildern in Japan während der Zeit des Dritten Reiches befassen. In der ersten Hälfte des Semesters 

erfolgt die Übersetzung ausgewählter Textpassagan aus dem Deutschen ins Japanische, in der zweiten Hälfte aus dem 

Japanischen ins Deutsche. 

 

Based on current research literature, we will examine the prevailing Japanese images in Germany as well as the dominant images 

of Germany in Japan during the Third Reich. In the first half of the semester, we translate selected text passages from German 

into Japanese, and in the second half Japanese into German. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. Einführung 

2. Übersetzung 1 

3. Übersetzung 2 

4. Übersetzung 3 

5. Übersetzung 4 

6. Übersetzung 5 

7. Übersetzung 6 

8. Übersetzung 7 

9. Übersetzung 8 

10. Übersetzung 9 

11. Übersetzung 10 

12. Übersetzung 11 

13. Übersetzung 12 

14. Übersetzung 13 

 

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

Vorbereitung der Übersetzungen 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

abgegebene Übersetzungen(60%)/Mitarbeit im Unterricht(40%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

Werden über Blackboard bekannt gegeben 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

Der Unterricht findet auf Deutsch statt. Der Schwierigkeitsgrad wird dem Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst. 
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注意事項＇Notice（ 
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■JJ101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ101．現代文明学特殊研究 ０ 

(Research on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
比較方法研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC5810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

本専攻独自の幅広い研究方法を身につける。 

 

In this course, students will learn a broad range of research methods unique to this field of study. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく＋相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や＋報告の仕方＋論文の構成の仕方等＋学会等で通用する实践的な訓

練を行う。具体的には＋以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告＇論文の趣旨と構成＋章立ての報告＋今後の課題等（ 

(2)現在進行中の研究報告＇論文の章立てや各章の具体的な趣旨＋なにを明らかにするか＋あるいはどの点で試行錯誤している

か等（＋その一部として＋修士論文準備段階の人は＋自分の研究テーマにとって重要な最近の書籍を０点取り上げ＋書評の執筆

を進めてもらう。 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も＋報告ではレジュメと同時に＋所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は０回目の授業で説明する。 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり＋「全体授業」と位置付けられている。前期課程においては 2 卖位が必修だが卖

位修得とは無関係に出席が推奨される。  

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each other‟s 

work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous methods of 

mutual academic criticism. At the same time, students will learn how to make handouts and write reports, while learning how to 

compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. Specifically, this 

course will cover the following main topics. 

1. Reporting research conducted up until now (the gist and structure of the paper, reporting by section, future topics, etc.) 

2. Report of research currently in progress (Each section of the paper/the specific gist of each section, what does it shed light on, 

or rather which parts proceed via trial and error, etc.). As a part of this, students who are preparing their master‟s thesis will pick 

up an important, recent publication relating to their research theme and write a review of it. 

3. Paper writing progress reports 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length. As part of course 

discussions, students will look over each other‟s drafts. 

Specific details will be explained during the first class. 

This course is a central part of the Graduate Program in Comparative Civilizations, and is considered part of the general 

coursework. Two credits of this subject are required in the master‟s program, however attending this course is heavily 

recommended regardless of the requirement.  

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス＇第０回-1（ 

2. ガイダンス＇第０回-2（ 

3. 授業内情報検索講習会＇第１回-1（ 

4. 授業内情報検索講習会＇第１回-2（ 

5. 報告と議論＇第２回-1 報告の为な内容としては＋『境界を越えて』合評、修士論文中間報告＋前期課程 1 年による研究報

告＋書評執筆の中間報告を含む。以下同様（ 

6. 報告と議論＇第 3 回-2（ 

7. 報告と議論＇第３回-1（ 

8. 報告と議論＇第３回-2（ 

9. 報告と議論＇第４回-1（ 

10. 報告と議論＇第４回-2（ 
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11. 報告と議論＇第５回-1（ 

12. 報告と議論＇第５回-2（ 

13. 総括＇第６回-1（ 

14. 総括＇第６回-2（ 

 

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

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物＇学術的書評もしくは研究経過報告（(30%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

隔週３・４時限連続で行う。日程の設定については院生审前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

提出物のうち書評については＋立教比較文明学会紀要『境界を越えて』への投稿を想定している。査読をクリアするよう＋夏休み

期間中にも引き続きブラッシュアップすることが求められる。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ104．現代文明学特殊研究 ３ 

(Research on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
境界論 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ドゥルーズの映画論である『シネマ』へ、様々な角度からアプローチし、難解とされるその全体像を理解する 

 

In this course, we will approach Deleuze‟s film theory “Cinema” from various angles, gaining a comprehension of its often 

considered difficult-to-understand full picture. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

『シネマ』だけではなく、様々な副読本を読むことを考えたい。例として、福尾匠『眼がスクリーンになるとき』やジャック・ランシエー

ルの議論など。ただし、テキストの詳細な決定は、授業参加者全員の合意に基づいて決める。 

 

We also want to read other supplementary works, not just “Cinema.” For example, works such as Takumi Fukuo‟s “When Eyes 

Become Screens” and Jacques Ranciere‟s arguments. However, the particular texts will be decided upon via a consensus of the 

students taking the course. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 『シネマ』と映画 

2. ベルグソン 

3. 運動ーイメージ 

4. 運動ーイメージの展開 

5. 映画的思考 

6. ランシエールの『シネマ』批判 

7. 眼がスクリーンになるとき 

8. 私に身体を与えてください 

9. 『シネマ』の物語論 

10. ベルグソンとドゥルーズ 

11. サスペンス映画＇０（ 

12. サスペンス映画＇１（ 

13. サスペンス映画＇２（ 

14. 映画論の未来 

 

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

テキストのレジュメを担当者が行う＇予習（。言及されたサブテキストについて、読解し理解を深めることが復習。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ105．現代文明学特殊研究 ４ 

(Research on contemporary Civilizations 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文明批判論 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC5810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

比較文明学基礎研究を進める。研究交流の場を提供する。 

 

In this course, students will conduct basic research in comparative civilizations studies. This course will serve as a means to 

exchange research. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期同様＋この授業では＋学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもること

なく＋相互に厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に＋ハンドアウトの作り方や＋報告の仕方＋論文の構成の仕方

等＋学会等で通用する实践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に＋所定の分量＇4,000 字程度（の文章化した原稿を配付物

とすること。議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。最終的には修士論文０章分相当の文章＇10,000 字程度（を提出して

もらう。卖位修得とは無関係に＋比較文明学専攻の院生であるからには＋この授業には出席するようにしてほしい。 

 

Similar to the spring semester, the goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and 

constructively criticizing each other‟s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will 

teach students rigorous methods of mutual academic criticism. Again, at the same time, students will learn how to make handouts 

and write reports, while learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at 

academic conferences. In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated 

length (around 4,000 characters). As part of course discussions, students will look over each other‟s drafts. Eventually, students 

will turn in an essay roughly equivalent to the size of one section of a master‟s thesis (about 10,000 characters). Acquisition of 

credits aside, all graduate students that are part of the Graduate Program in Comparative Civilizations are strongly encouraged to 

attend this course. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス＇第０回-1（ 

2. ガイダンス＇第０回-2（ 

3. 研究交流会＇第１回-1（ 

4. 研究交流会＇第１回-2（ 

5. 報告と議論＇第２回-1（ 

6. 報告と議論＇第２回-2（ 

7. 報告と議論＇第３回-1（ 

8. 報告と議論＇第３回-2（ 

9. 報告と議論＇第４回-1（ 

10. 報告と議論＇第４回-2（ 

11. 報告と議論＇第５回-1（ 

12. 報告と議論＇第５回-2（ 

13. 総括＇第６回-1（ 

14. 総括＇第６回-2（ 

 

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

各自の報告準備が当然必要。そのほかは履修登録後に指示する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

プリントなどを配布する。 
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参考文献＇Readings（ 

授業中に紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

隔週３・４時限連続で行う。日程の設定については院生审前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ107．現代文明学特殊研究 ６ 

(Research on Contemporary Civilizations 7) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化変容論 

担当者名 

＇Instructor（ 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

ある時期まで、日本の文芸批評は同時代の人文知をリードする存在であった。この授業では小林秀雄、江藤淳、三島由紀夫の

文芸批評を精読しつつ「政治と文学」の問題系がいかに変容したかを考える。 

 

Up until a certain point, Japan‟s literary criticism acting as a leading force for its humanities knowledge of the same era. In this 

course, while intensively reading the literary criticism of Hideo Kobayashi, Jun Eto, and Yukio Mishima, we will ponder in what ways 

issues relating to politics and literature have changed. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

担当者は毎回レジュメ作成＇教科書の読解＊引用文献の読解（。その後でディスカッション。各自の積極的な参加を期待する。江

藤淳の『成熟と喪失』を事前に入手しておくこと。 

 

Each class, the instructor will write a summary (reading comprehension of the textbook and the reference literature). Following 

this, discussions will be held. Each student will be expected to actively participate. Students will need to procure a copy of Jun 

Eto‟s “Maturity and Loss” in advance. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. テクストの読解＆討議 

3. テクストの読解＆討議 

4. テクストの読解＆討議 

5. テクストの読解＆討議 

6. テクストの読解＆討議 

7. テクストの読解＆討議 

8. テクストの読解＆討議 

9. テクストの読解＆討議 

10. テクストの読解＆討議 

11. テクストの読解＆討議 

12. テクストの読解＆討議 

13. テクストの読解＆討議 

14. テクストの読解＆討議 

 

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

担当者はレジュメを作成。書中で引用されている文献にもあたってもらう。他の受講者もテクストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

授業への参加度(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ108．現代文明学演習 ０ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
歴史の比較研究方法 

担当者名 

＇Instructor（ 
倉橋 圭子(KURAHASHI KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

歴史的な複数の社会を比較研究する方法を習得する。 

 

Students will learn methods for comparative research on multiple societies in history. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

J.ダイアモンド＆J.A.ロビンソン『歴史は实験できるのか』＇2018 年、慶應義塾大学出版会（を为なテキストとして、定性的、定量的

方法を用いた歴史の比較研究法を学ぶ。 

 

Using Natural Experiments of History by J. Diamond and J. A. Robinson (2018, Keio University Press) as the main text, the course 

will study methods of comparative research in history, using qualitative and quantitative methods. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 参加者による発表 

3. 参加者による発表 

4. 参加者による発表 

5. 参加者による発表 

6. 参加者による発表 

7. 参加者による発表 

8. 参加者による発表 

9. 参加者による発表 

10. 参加者による発表 

11. 参加者による発表 

12. 参加者による発表 

13. 参加者による発表 

14. 総括と討論 

 

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

テキストのコピーを事前に配布するので、各自で事前に精読し、必要部分は精査しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

出席および議論貢献度(50%)/発表(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ110 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ110．現代文明学演習 ２ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 3) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文明時空論 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

Gloria Anzaldua を中心に、Chicana-Latina Literature の理論と实験的实作を精読する。 

 

In this works, we will intensively read Chicana-Latina literature theory and its experimental works, placing special focus on Gloria 

Anzaldua. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

Gloria Anzaldua の Borderlands/La Frontera: The New Mestiza は、Chicana-Latina Literature を理解するうえで基本文献であるだ

けでなく、言語・文学・文化・ジェンダーの越境を考えるうえで必読書のひとつである。本演習では彼女の代表作 Borderlands を精

読し、「越境」の实践について考える。邦訳は存在しないので英語＇＊スペイン語（の原書を読む。スペイン語または Spanglish に

ついては演習参加者がなるべく調べてくることとするが、教員からのサポートあり。 

 

Gloria Anzaldua‟s Borderlands/La Frontera: The New Mestiza is not only fundamental reading required to understand 

Chicana-Latina literature, but also one of the must-reads for those pondering the border transgressions of language, literature, 

culture, and gender. In this seminar, we will read her masterpiece, “Borderlands,” while pondering the implementations of “border 

transgressions.” A Japanese translation does not exist, thus we will be reading the original English (and Spanish). Seminar 

participants should devote themselves to looking as much up regarding Spanish, or even Spanglish, as they are able to, however 

there will be assistance from the instructor. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 全体のガイダンス、担当者分担 

2. 報告者による発表とディスカッション＇０（ 

3. 報告者による発表とディスカッション＇１（ 

4. 報告者による発表とディスカッション＇２（ 

5. 報告者による発表とディスカッション＇３（ 

6. 報告者による発表とディスカッション＇４（ 

7. 報告者による発表とディスカッション＇５（ 

8. 報告者による発表とディスカッション＇６（ 

9. 報告者による発表とディスカッション＇７（ 

10. 報告者による発表とディスカッション＇８（ 

11. 報告者による発表とディスカッション＇10（ 

12. 報告者による発表とディスカッション＇11（ 

13. 報告者による発表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（ 

全員で訳本を作る気概で精読していくこと。精緻な読みなくして文学・文化の読解はありえない。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

演習および議論への参加度(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. Gloria Anzaldua. 2012. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. aunt lute books (ISBN:9781879960855) 

 

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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■JJ111 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ111．現代文明学演習 ３ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文明時空論 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・实践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological points 

of view. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

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

析手法を学ぶ。 

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

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out presentations 

every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 文化研究の課題と展望０．文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望１．同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー０．各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー１．同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー２．同上 

6. データ収集方法の検討０．各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討１．同上 

8. データ収集方法の検討２．同上 

9. 分析方法の検討０．各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討１．同上 

11. 分析方法の検討２．同上 

12. 空間的表現と説明０．各自の発表と議論 

13. 空間的表現と説明１．同上 

14. 空間的表現と説明２．同上 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

適宜指示する 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JJ112 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ112．現代文明学演習 ４ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
世界観論 

担当者名 

＇Instructor（ 
齋藤 元紀(SAITO MOTOKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

テリー・イーグルトン『文学とは何か――現代批評理論への招待』を読み解き、欧米の文学理論とそれを支える現代思想の諸潮

流を学び、文学についての理解を深めるとともに、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

In this course, students will read Terry Eagleton‟s “What is Literature? An Introduction to Modern Literary Theory,” learning about 

Western literary theory along with the contemporary philosophy and trends that form its foundation. On top of deepening their 

understandings of literature, this course aims for students to acquire the ability to better think in a critical and philosophical 

manner. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文学に理論は必要か否か。文学に必要なのは感性だけだとする立場も、理論ですべて説明し尽くせるとする立場も、しかしいず

れも誤りであろう。とりわけ近代以降、文学理論は文学の理解にあたって大きな役割を果たしてきた。理論の無効化が叫ばれて

久しい現代文学においても、しかし無効化が为張されるかぎり、理論の理解はなお不可欠の前提と言わねばならない。この授業

では、現代批評理論の古典的入門書であるテリー・イーグルトン『文学とは何か――現代批評理論への招待』を読み解き、近代

以降の欧米の代表的な文学理論とともに、その背後に控える現代思想の諸潮流について学び、文学理論の理解とともに、みず

から批判的かつ哲学的に思考しうる力の体得をめざす。 

 

Is theory necessary for literature or is it not? There is the position that all one needs to understand literature is sense, as well as 

the position that theory is able to offer a thorough, exhaustive explanation of everything. However, both of these positions are 

likely mistaken. Especially in modern times, literary theory has played a major role in the understanding of literature. Even in 

modern literature, where theory has long been decried as ineffective, knowledge of theory can be said to be even more 

indispensable; as long as it is claimed to be ineffective, comprehension of the theory is required to make this claim. In this course, 

students will read the classic introductory book to modern literary theory: Terry Eagleton‟s “What is Literature? An Introduction to 

Modern Literary Theory.” Students will learn about representative Western literary theory from modern times as well as the 

contemporary philosophy that works discretely in the background. On top of deepening their understandings of literary theory, this 

course aims for students to master the ability to think in a critical and philosophical manner. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 導入９文学と現代思想の関係、およびテリー・イーグルトンの批評理論 

2. 『文学とは何か』読解①文学理論の現在 

3. 『文学とは何か』読解②文学とは何か 

4. 『文学とは何か』読解③英文学批評の誕生＇０（18 世紀から 19 世紀までの英文学批評 

5. 『文学とは何か』読解④英文学批評の誕生＇１（20 世紀前半の英文学批評 

6. 『文学とは何か』読解⑤現象学、解釈学、受容理論＇０（現象学から解釈学へ 

7. 『文学とは何か』読解⑥現象学、解釈学、受容理論＇１（解釈学から受容理論へ 

8. 『文学とは何か』読解⑦構造为義と記号論＇０（構造为義 

9. 『文学とは何か』読解⑧構造为義と記号論＇１（記号論 

10. 『文学とは何か』読解⑨ポスト構造为義＇０（構造为義からポスト構造为義へ 

11. 『文学とは何か』読解⑩ポスト構造为義＇１（ポスト構造为義の展開 

12. 『文学とは何か』読解⑪精神分析的批評 

13. 『文学とは何か』読解⑫政治的批評 

14. 総まとめ 

 

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

議論を深めるため、毎回事前にテキストを読み、その意味を自分なりにひととおり理解したうえで参加すること。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

担当箇所報告(35%)/出席および議論参加度(65%) 
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テキスト＇Textbooks（ 

1. テリー・イーグルトン、2014 年、『文学とは何か――現代批評理論への招待』＇上（＇岩波文庫（、岩波書店 (ISBN:4003720415) 

2. テリー・イーグルトン、2014 年、『文学とは何か――現代批評理論への招待』＇下（＇岩波文庫（、岩波書店 (ISBN:4003720423) 

3. Terry Eagleton. 2008.  Literary Theory: An Introduction 3rd ed. (25th anniversary ed.). Blackwell (ISBN:140517921X) 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 大橋洋一、1995 年、『新文学入門―T・イーグルトン『文学とは何か』を読む 』(岩波セミナーブックス)、岩波書店 

(ISBN:4000042254) 

2. テリー・イーグルトン、2005 年、『アフター・セオリー――ポスト・モダニズムを超えて』、筑摩書房 (ISBN:4480842667) 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ113 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ113．現代文明学演習 ５ 

(Seminar on contemporary Civilizations 6) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
世界観論 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中国哲学の資料を＋漢文訓読法を用いて読解する。あわせて＋その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical documents. 

At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

漢文大系本により『楚辞』を講読する。王逸『楚辞章句』と朱熹『楚辞集注』という新旧の注釈が併載されているため＋注釈による

解釈の差異を合わせて検討する。毎回担当者が一定範囲を分担し＋『楚辞』本文および注の書き下しと現代日本語を配付資料と

して提示することにより講読を進めていく。解釈の差異が生じるところについては＋担当者の指摘を経てそのつど議論の対象とす

る。 

 

We will use the Kanbuntaikei (Compendium of classical Chinese literature) edition to read Chu Ci (The Songs of Chu). This edition 

have old and new annotations (Wang Yi‟s “Chu Ci in Sections and Phrases” 

and Zhu Xi‟s “Chu Ci Variorum” ) placed throughout, so we will investigate while paying attention to 

the disparity in the interpretations of the annotations. Every class, the instructor will allot a determined portion of text, rewriting 

the 

classical Chinese of Chu Ci or its annotations in Japanese word order; handouts in modern Japanese will also be distributed. 

The reading will proceed via this presentation method. The parts from which the disparities in the interpretations rise will become 

objects of discussion when they are pointed out by the students. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 『楚辞』読解＇０（ 

3. 『楚辞』読解＇１（ 

4. 『楚辞』読解＇２（ 

5. 『楚辞』読解＇３（ 

6. 『楚辞』読解＇４（ 

7. 『楚辞』読解＇５（ 

8. 『楚辞』読解＇６（ 

9. 『楚辞』読解＇７（ 

10. 『楚辞』読解＇８（ 

11. 『楚辞』読解＇10（ 

12. 『楚辞』読解＇11（ 

13. 『楚辞』読解＇12（ 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(20%)/講読発表の担当(50%)/議論参加(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

コピー配付。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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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■JJ114 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ114．現代文明学演習 ６ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 7) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
世界観論 

担当者名 

＇Instructor（ 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

考察力を向上させ、自己の見解を論理的に表現する力を養う。 

 

In this course, students will sharpen their analysis skills, fostering the ability to logically express their views. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

西垣通『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』を読みながら、現代社会を見つめてゆく。ビッグデータ時代の到来によ

って、社会はどのように変化するのか。人工知能＇AI（、ディープラーニングの登場、そして進化した AI が 2045 年に人間の知性を

超えるシンギュラリティ予測、人間と AI はどこへ向かうのか。知識増幅と集合知を駆使することによる未来とは＞テクスト講読を

踏まえて、自己の現代的視点を交えながら読解してゆく。考察の過程を受講生の間で共有し、ディスカッションする。 

 

We will read Toru Nishigaki‟s “Big Data and Artificial Intelligence: Determining the Possibilities and Traps” while taking a hard look 

a modern society. With the advent of the age of big data, how will society change? With the appearance of artificial intelligence (AI) 

and deep learning, the singularity prediction says that AI will surpass humans in intelligence by 2045; just what lies in store for 

humans and AI in the future? What will a future freely utilizing intelligence amplification and collective intelligence look like? In this 

course, students will adopt their own modernistic points of view through reading various texts. Students will share the 

investigation process, engaging in group discussions. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス 

2. 文献講読、プレゼンテーション(1) 

3. 文献講読、プレゼンテーション(2（ 

4. 文献講読、プレゼンテーション(3) 

5. 文献講読、プレゼンテーション(4) 

6. 文献講読、プレゼンテーション(5) 

7. 文献講読、プレゼンテーション(6) 

8. 文献講読、プレゼンテーション(7) 

9. 文献講読、プレゼンテーション(8) 

10. 文献講読、プレゼンテーション(9) 

11. 文献講読、プレゼンテーション(10) 

12. 文献講読、プレゼンテーション(11) 

13. 文献講読、プレゼンテーション(12) 

14. 総括 

 

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

自己の研究の充实を目指し、さまざまな文献を読み、考察し、執筆する。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 西垣通、2016、『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102384-1) 

 

参考文献＇Readings（ 

必要に応じて紹介する。 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 
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注意事項＇Notice（ 
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■JJ115 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ115．現代文明学演習 ７ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 8) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
世界観論 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

中国哲学の資料を＋漢文訓読法を用いて読解する。あわせて＋その内容がいかなる射程を備えているかについて議論する。 

 

In this course, we will use methods of reading Chinese texts in Japanese in order to comprehend Chinese philosophical documents. 

At the same time, we will debate the scope possessed by their contents. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

前学期に引き続き＋漢文大系本により『楚辞』を講読する。王逸『楚辞章句』と朱熹『楚辞集注』という新旧の注釈が併載されてい

るため＋注釈による解釈の差異を合わせて検討する。毎回担当者が一定範囲を分担し＋『楚辞』本文および注の書き下しと現代

日本語を配付資料として提示することにより講読を進めていく。解釈の差異が生じるところについては＋担当者の指摘を経てその

つど議論の対象とする。 

 

Continuing from last semester, we will use a Kanbuntaikei (Compendium of classical Chinese literature) edition to read Chu Ci 

(The Songs of Chu). This edition have old and new annotations (Wang Yi‟s “Chu Ci in Sections and Phrases” 

and Zhu Xi‟s “Chu Ci Variorum” ) placed throughout, so we will investigate while paying attention to 

the disparity in the interpretations of the annotations. Every class, the instructor will allot a 

determined portion of text, rewriting the classical Chinese of Chu Ci or its annotations in Japanese word order; handouts in 

modern Japanese will also be distributed. The reading will proceed via this presentation method. The parts from which the 

disparities in the interpretations rise will become objects of discussion when they are pointed out by the students. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. 『楚辞』読解＇０（ 

3. 『楚辞』読解＇１（ 

4. 『楚辞』読解＇２（ 

5. 『楚辞』読解＇３（ 

6. 『楚辞』読解＇４（ 

7. 『楚辞』読解＇５（ 

8. 『楚辞』読解＇６（ 

9. 『楚辞』読解＇７（ 

10. 『楚辞』読解＇８（ 

11. 『楚辞』読解＇10（ 

12. 『楚辞』読解＇11（ 

13. 『楚辞』読解＇12（ 

14. 総括 

 

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

参加者は一定量を分担し、本文ならびに注の訓読と日本語訳を用意する。担当に当たっていない参加者も、次回に読むべき範

囲を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(20%)/講読発表の担当(50%)/議論参加(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

コピー配付。 

 

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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■JJ118 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ118．文明工学特殊研究 ０ 

(Research on Civilization Technology 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化経済論 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

沖縄表象に関わる文芸作品や評論の精読を通じて、書き手のスタンスや時代背景を読み解く。あわせて論文執筆に必要な批判

力・描写力を身につける。 

 

In this course, students will read literary works and criticism related to the idea of Okinawa, gaining an understanding of the stance 

and historical background of each writer. At the same time, students will acquire the critical abilities and power of description 

necessary to write a thesis. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

非沖縄人による、沖縄を描いた文芸作品や評論の精読。受講者からの要望があれば、間に修士論文の中間報告と指導も入れる。

とりあげるのは比較的古い作品とする。火野葦平、梶山季之、佐木隆三、竹中労、岡本太郎など。後半に一人一回、描かれた沖

縄に関する報告を行う。＇テーマは各自で設定（。詳しくは授業の初回に説明する。 

 

Students will read literary works and criticism written by non-Okinawans that depict Okinawa. If there is demand from the 

students, a master‟s thesis interim report and guidance relating to it can be slotted in. We will be dealing with relatively older works. 

Specifically, Ashihei Hino, Toshiyuki Kajiyama, Ryuzo Saki, Ro Takenaka, Taro Okamoto, and so on. During the latter half of the 

course, each student will write a report relating to Okinawa as depicted in these works. The specific topic will be determined by 

each individual. Details will be explained at the first class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. テキスト精読 

3. テキスト精読 

4. テキスト精読 

5. テキスト精読 

6. テキスト精読 

7. テキスト精読 

8. テキスト精読 

9. テキスト精読 

10. テキスト精読 

11. テキスト精読 

12. 各自のテーマによる報告 

13. 各自のテーマによる報告 

14. 授業のまとめと討論 

 

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

指定テキストを熟読し、質問やコメントを考えてくる。指定された日程に報告すべく、各自でテーマを決めて調査や文献収集を行い、

報告の準備をする。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全出席が前提である。 

 

テキスト＇Textbooks（ 

1. 火野葦平、1958、『火野葦平選集』、東京創元社 

2. 西村京太郎編、1986、『沖縄ミステリー傑作選』、河出文庫 

3. 梶山季之、1976、『那覇心中』、講談社 

4. 竹中労、2002、『琉球共和国』、ちくま文庫 
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5. 岡本太郎、2002、『沖縄文化論』、中公叢書 

テキストはコピーを配布する。文献の追加や入れ替えもある。 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 東峰夫、『オキナワの尐年』 

2. 知念正真、『人類館』 

3. 久住ふさ子、『滅びゆく琉球女の手記』 

4. 岡本恵徳・他編、『沖縄文学選９日本文学エッジからの問』 

5. 目取真俊、『沖縄/草の声・根の意志』 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ122 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ122．文明工学特殊研究 ４ 

(Research on Civilization Technology 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文化施設経営論 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩渕 潤子(IWABUCHI JUNKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
春学期集中講義 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

文化施設の運営に資する情報デザイン、及び、地域型アートイベントについての動向を理解し、より効果的に発展させていくため

の提案を行う。昨今のソーシャル・メディアの利活用を前提とするハリウッド型のコンテンツ・マーケティングについて事例を研究し、

議論する。 

 

In this course, students will get an understanding of information design, which is instrumental in the operation of cultural facilities, 

as well as the trends of regional art events. We will also think of proposals to help them grow more effectively. In this course, we 

will research and discuss examples of Hollywood style content marketing, which predates the recent advent of social media use. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

文化施設を廻る環境は、いつの時代も、国力の盛衰と共にめまぐるしい変化にさらされてきた。現代の日本社会の中で可能な芸

術支援のあり方を検証する。また、文化施設といえども避けて通ることのできない情報化について、ウェブを活用した顧実情報分

析、ソーシャル・メディアの使い方など、文化施設の運営に資する情報デザインを検証する。新聞・雑誌の記事、ウェブなどの資料

を議論の素材として準備し、全員参加で討論を進めていく。経済効率の改善が文化施設の運営、芸術活動の発展とどう関係する

のかを中心に議論したい。非営利の芸術だけでなく、商業芸術のあり方についても議論する。 

授業は９７月０日＇木（、１日＇金（、４＇月（、５日＇火)を予定しています。なお、詳細については登録前に必ず学部事務０課経由で担

当者に連絡をとるようお願いします。 

 

The environments surrounding cultural facilities, in all eras, undergo hectic changes with the rising and falling of national power. We 

will inspect the current state of feasible support of the arts within present day Japan. Furthermore, we will learn about 

computerization, which one cannot avoid when discussing cultural facilities. We will inspect patron information analysis using the 

web, the ways of using social media, as well as information design, which is instrumental in the operation of cultural facilities. We 

will prepare newspaper and magazine articles as well as web sources to be used as discussion topics, debating with every student 

participating. We intend to focus discussion on how better economic efficiency relates to the development of art activities and the 

operation of cultural facilities. We will discuss not only the state of non-profit arts, but that of commercial arts as well. 

Classes are planned for: 8/1 (Thurs), 8/2 (Fri), 8/5 (Mon), and 8/6 (Tues). Please note that one should make sure to contact the 

instructor via the staff of Section 1 at the department office for the details before registering for the course. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. アートマネジメントとは何か＞ 芸術と商業芸術のマネジメントの違いについて 

2. 非営利のためのアートマネジメント９美術館の場合 

3. 非営利のためのアートマネジメント９オペラ、オーケストラ、バレエについて。組織運営と施設運営の違い 

4. 非営利のためのアートマネジメント９観実を維持し、増やすための教育プログラムについて 

5. 非営利のためのアートマネジメント９予算の成り立ち・・・日米欧の違い 

6. 商業的なアートマネジメント：映画と商業演劇・・・日米欧の違い 

7. 商業的なアートマネジメント：世界各地の映画祭、演劇祭の意味すること 

8. 商業的なアートマネジメント：ハリウッドの意味するもの I ＇人材育成（ 

9. 商業的なアートマネジメント：ハリウッドの意味するもの II ＇配給システム（ 

10. 商業的なアートマネジメント：ハリウッドの意味するもの III ＇マーケティングとマーチャンダイジング（ 

11. 映画産業を支える周辺のシステム９フィルムコミッションの意味するところ 

12. エンタメ産業を支えるファン・ベースト・マーケティングとコンベンション 

13. アートマネジメントに資する情報デザイン９ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

14. アートマネジメントに資する情報デザイン９ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

 

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

必要に応じて授業内で関連 URL を予め告知、コピー資料を配布。都内美術館・博物館での展覧会見学なども行う予定。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 
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最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の課題(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

1. 岩渕潤子、2014、『ヴァティカンの正体』、筑摩書房 

2. 岩渕潤子、2004、『美術館で愛を語る』、PHP 新書 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

http://agrospacia.com/ 

 

注意事項＇Notice（ 

授業实施日９8 月 1 日＇木（・2 日＇金（・5 日＇月（・6 日＇火（予定 

教审９6210 
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■JJ127 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ127．文明工学演習 ３ 

(Research on Civilization Technology 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
J. M. Coetzee の最近の代表作を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

現代の世界文学を代表するノーベル賞作家 J. M. Coetzee の最近の代表作を読み、その文学への理解を深める。 

 

J.M. Coetzee is a Nobel Prize winning author who occupies an important position in contemporary world literature. We will read 

some of his recent works and try to understand them deeply. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業では現代の世界文学を代表するノーベル賞作家 J. M. Coetzee(1940- )の二つの作品を精読します。クッツェーは单アフ

リカ出身ですが、アパルトヘイト体制の中で、ヨーロッパの文学伝統を新しい形で継承した、独創的な作風で知られており、ポスト

モダニズム、ポストコロニアリズムと関連付けて論じられることもありました。しかし彼は 2002 年にオーストラリアに移住してから、

新しい境地を切り開いています。この授業では Elizabeth Costello(2003)と Slow Man(2005)の二つを読むことでその新境地を探究

します。前者では特に動物と人間との関係＇それは現代哲学の重要なテーマでもあります（が为題化されています。またどちらも

書くことや他者をめぐる倫理について深く考えさせられます。これらの作品を通じて今日の；世界文学＝のありようについても考

察したいと思います。関連する評論も折に触れ授業で扱う予定です。 

 

In this class we will carefully read two works by Nobel Prize winning author J.M. Coetzee (1940- ), who occupies an important 

position in contemporary world literature. Coetzee is from South Africa, where during the apartheid regime he carried on Europe‟s 

literary traditions in a new format. Known for his original writing style, he has also been discussed in relation to postmodernism and 

postcolonialism. However, since emigrating to Australia in 2002 he has been carving out a new niche. In this class, by reading 

Elizabeth Costello (2003) and Slow Man (2005), we will explore this new niche. One of the main themes of the first work is the 

relationship between animals and humans (which is also an important theme in modern philosophy). Also, both books make us 

consider deeply the ethics concerning writing and the other. We will consider through these works the essential features of 

present-day world literature. Related critical essays on them will also be introduced in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. Elizabeth Costello 

3. Elizabeth Costello 

4. Elizabeth Costello 

5. Elizabeth Costello 

6. Elizabeth Costello 

7. Elizabeth Costello 

8. Elizabeth Costello 

9. Slow Man 

10. Slow Man 

11. Slow Man 

12. Slow Man 

13. Slow Man 

14. Slow Man 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が２回を超えると卖位を取得できません。 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. J. M. Coetzee. 2004. Elizabeth Costello. Vintage Books (ISBN:978-0099461920) 

2. J. M. Coetzee. 2006. Slow Man. Vintage (ISBN:978-0099490623) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ136 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ136．言語多文化学特殊研究 ４ 

(Research on Language and Multiculturalism 5) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文芸文明論 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

芥川賞作品を読む。日本を代表する文学賞である芥川賞を、昨年に続き第二十一回から順に、毎週、読むこと 

 

In this course, we will read works that won the Akutagawa Prize. Continuing from last year, we will read works weekly from the 

literary prize that represents Japan, the Akutagawa Prize, in order beginning with the 21st Prize. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

できれば受賞作だけではなく、候補作にも目を通したいが、あくまでも可能な範囲だろう。ただ、当時の社会情勢や風俗に関して

も、できるだけ、補足して理解の一助としたい。該当作ナシの回は割愛する。 

 

If time permitted, we would like to spend some time on not just works that won the award, but ones that were candidates as well, 

however only a certain scope is possible. Nevertheless, we will include as much supplementary information as possible regarding 

the social climate and customs of each era as a means of aiding comprehension. Years without any relevant works will be omitted. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 第１０回 小谷剛『確証』 

2. 第１０回 由起しげ子『本の話』 

3. 第１１回 井上靖『闘牛』 

4. 第１２回 辻亮一『異邦人』 

5. 第１４回 安部公房『壁』 

6. 第１４回 石川利光『春の草 他』 

7. 第１５回 堀田善衛『広場の孤独』 

8. 第１７回 五味康祐『喪神』 

9. 第１７回 松本清張『或る「小倉日記」伝』 

10. 第１８回 安岡章太郎『悪い仲間』 

11. 第２０回 吉行淳之介『驟雤 その他』 

12. 第２１回 小島信夫『アメリカン・スクール』 

13. 第２１回 庄野潤三『プールサイド小景』 

14. 第２２回 遠藤周作『白い人』 

 

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

芥川賞の作品を読むため、同時代の資料にあたってくるのが基本的な予習。授業の後、補足的に課題を出すことがあるかもしれ

ない。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ137 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ137．言語多文化学特殊研究 ５ 

(Research on Language and Multiculturalism 6) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
文芸文明論 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

芥川賞を読む。春学期に続いて、日本を代表する新人作家に与えられる芥川賞の歴史を、具体的な作品に即しながら読み続け

る。 

 

In this course, we will read works that won the Akutagawa Prize. Continuing from the spring semester, we will study the history of 

the Akutagawa Prize, given to new writers who represent Japan, through the reading of specific works. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

第二次世界大戦、真っただ中でも芥川賞はきちんと出された。そのことの意義や、あるいは作品への影響など、社会背景を意識

した読解を心がけたい。 

 

Even during the height of World War 2, the Akutagawa Prize was regularly handed out. In this course, we will endeavor to 

understand the significance of this, as well as the effect it had upon the works, while being conscious of the social backdrop as we 

read. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 第２３回 石原慎太郎『太陽の季節』 

2. 第２４回 近藤啓太郎『海人舟』 

3. 第２６回 菊村到『硫黄島』 

4. 第２７回 開高健『裸の王様』 

5. 第２８回 大江健三郎『飼育』 

6. 第３０回 斯波四郎『山塔』 

7. 第３２回 北杜夫『夜と霧の隅で』 

8. 第３３回 三浦哲郎『忍ぶ川』 

9. 第３５回 宇野鴻一郎『鯨神』 

10. 第３６回 川村晃『美談の出発』 

11. 第３８回 後藤紀一『尐年の橋』 

12. 第３８回 河野多恵子『蟹』 

13. 第４／回 田辺聖子『感傷旅行』 

14. 第４０回 柴田翔『されどわれらが日々――』 

 

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

比較的現在の私たちの読書経験の範囲に収まる作品が多く、社会背景だけではなく、メディアミックスの問題も予習の範囲に。復

習は、他の候補作への目配りで十分かと思われます。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 



 - 324 - 

■JJ139 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ139．言語多文化学演習 ０ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
言語政治論 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

昨年に続き、渡部直己編『日本批評大全』＇河出書房新社（から、日本の批評を代表するテキストを読解する。 

 

Continuing from last year, in this course we will read various texts that represent Japanese literary criticism from Naomi 

Watanabe‟s compilation “Encyclopedia of Japanese Criticism” (Kawade Shobo Shinsha). 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

日本近代と現代を代表する批評的散文、あるいは批評文を毎回一篇選び、精読していくが、現代に近いところから遡行する形で、

明治へと向かっていくことにする。つまり、現代を最重要と捉えて、そこから時代をさかのぼる。 

 

Each class, we will deal with critical prose or critical texts that represent modern or present day Japan. We will begin at a point 

near the present and work backwards toward the Meiji era. In other words, we will treat the present day as the most important, 

following the eras backwards from there. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 高見順『描写のうしろに寝ていられない』 

2. 中野重治「『文学者に就て』について」 

3. 保田與重郎『日本浪漫派』広告 

4. 戸坂潤『反動期に於ける文学と哲学』 

5. 尾崎翠『『第七官界彷徨』の構図その他」 

6. 大宅壮一『文壇ギルドの解体期』 

7. 青野季吉『自然生長と目的意識』 

8. 久米正雄「「私」小説と「心境」小説」 

9. 広津和郎「散文芸術の位置」 

10. 西光万吉「全国水平社宠言」 

11. 有島武郎「宠言一つ」 

12. 柳宗悦「朝鮮の友に贈る書」 

13. 折口信夫「常世へ」 

14. 岩野泡鳴「現代将来の小説的発想を一新すべき僕の描写論」 

 

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

分厚い書物には抄録されているだけのものも多いので、復習として可能な限り、全巻を通読することをお勧めする。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ141 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ141．言語多文化学演習 ２ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 3) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Edith Wharton 研究 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

 アメリカにおける近代小説の完成者と呼ばれる Edith Wharton の小説を講読し、小説が行う世界把握の特徴ならびにこのジャン

ルの世俗性、大衆性について考察する。 

 

This seminar will closely read and analyze Edith Wharton‟s novels and consider the characteristics of the novel as a genre, in 

particular its secular and popular qualities. Students are also required to contemplate on the novel‟s mode of recognizing and 

representing world. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

 Edith Wharton は、Henry James の流れを汲むリアリズム小説と F. Scott Fitzgerald が体現するようなモダニズム小説の流れを

架橋する作家である。本講では New England を舞台とした地方色豊かな小説を取り上げて、個性的に表象されるセクシュアリティ

や土地風土等、特定の重要テーマを検討するとともに、伝記・歴史・批評理論を駆使した議論の方法を修得する。前期のセクショ

ンでは、1911 年にピュリッツァー賞を受賞した Ethan Frome の精読を通し、この作家を「近代小説の完成者」とした要因を、モティ

ーフやスタイル、時代的文脈などから総合的に考察する。 

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

 

Edith Wharton is a critical American author bridging Henry James‟s realism and F. Scott Fitzgerald‟s modernism. This course 

focuses on her New England novels, consciously responding to the conventional local-color literature, and presenting quite 

originally wrought sexual or sensual dramas. The section of semester I deals with Ethan Frome, which won the Pulitzer prize in 

1911. Students are required to analyze the critical elements of the works of the consummator of the modern novel through 

investigations of her motifs and styles. They are also encouraged to write a high-quality research paper on the texts the course 

assigns and submit it to an appropriate journal. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. Edith Wharton, Ethan Frome (1) 

3. Edith Wharton, Ethan Frome (2) 

4. Edith Wharton, Ethan Frome (3) 

5. Edith Wharton, Ethan Frome (4) 

6. Edith Wharton, Ethan Frome (5) 

7. Edith Wharton, Ethan Frome (6) 

8. Edith Wharton, Ethan Frome (7) 

9. Edith Wharton, Ethan Frome (8) 

10. Edith Wharton, Ethan Frome (9) 

11. Edith Wharton, Ethan Frome (10) 

12. Edith Wharton, Ethan Frome (11) 

13. Edith Wharton, Ethan Frome (12) 

14. まとめ 

 

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

 初回授業にて配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにディスカッションリ

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

発表とは別個の役割である。テクストを精読し、発表者への質問・発表者との討議を行ないつつ、発表内容と自身の準備に基づく

質問をクラスに提示し＇アジェンダ・セッティング（、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自１

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

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

1. Wharton, Edith. 2001. Ethan Frome & Summer. Modern Library (ISBN:978-0375757280) 
 

参考文献＇Readings（ 

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

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ142 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ142．言語多文化学演習 ３ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 4) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ青年運動 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ青年運動に関する様々な文献を講読する。一般には「ワンダーフォーゲル」で知られるドイツ青年運動は、19 世紀後半から

20 世紀前半にかけて興った大衆運動、文化運動として理解できるが、その内实は文学、思想、音楽、教育学、政治など多岐にわ

たる分野・領域と密接に絡み合っている。 

春学期はウォルター・ラカーの研究書やベンヤミン、ヴィネケンなどの基本テクストの講読を予定しているが、履修者の要望があ

れば勘案する。 

 

Students will read various literatures about German Youth Movement. Normally the German Youth Movement is known for its 

Wandervogel. It can be understood as cultural and popular movement from the late 19th century to early 20th century. In fact, the 

movement is closely intertwined with various areas and sectors including literature, thought, music, pedagogy, and politic. 

In the spring semester, students will read basic texts including Walter Laqueur‟s research literatures, Benjamin, and Wyneken. 

Students‟ desires will also be considered. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論＇1（ 

3. テクスト読解と議論＇2（ 

4. テクスト読解と議論＇3（ 

5. テクスト読解と議論＇4（ 

6. テクスト読解と議論＇5（ 

7. テクスト読解と議論＇6（ 

8. テクスト読解と議論＇7（ 

9. テクスト読解と議論＇8（ 

10. テクスト読解と議論＇9（ 

11. テクスト読解と議論＇10（ 

12. テクスト読解と議論＇11（ 

13. テクスト読解と議論＇12（ 

14. テクスト読解と議論＇13（ 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

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（ 

コピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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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■JJ144 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ144．言語多文化学演習 ５ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 6) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
ドイツ青年運動 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

ドイツ青年運動に関する様々な文献を講読する。一般には「ワンダーフォーゲル」で知られるドイツ青年運動は、19 世紀後半から

20 世紀前半にかけて興った大衆運動、文化運動として理解できるが、その内实は文学、思想、音楽、教育学、政治など多岐にわ

たる領域・分野と密接に絡み合っている。 

秋学期は特に第一次世界大戦からヴァイマル共和国時代にかけての関連テクストを講読するが、履修者の要望があれば勘案す

る。 

 

Students will read various literatures about German Youth Movement. Normally the German Youth Movement is known for its 

Wandervogel. It can be understood as cultural and popular movement from the late 19th century to early 20th century. In fact, the 

movement is closely intertwined with various areas and sectors including literature, thought, music, pedagogy, and politic. 

In the fall semester, students will read texts focusing on era from WWI to Weimar Republic. Students‟ requests will also be 

considered. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論＇1（ 

3. テクスト読解と議論＇2（ 

4. テクスト読解と議論＇3（ 

5. テクスト読解と議論＇4（ 

6. テクスト読解と議論＇5（ 

7. テクスト読解と議論＇6（ 

8. テクスト読解と議論＇7（ 

9. テクスト読解と議論＇8（ 

10. テクスト読解と議論＇9（ 

11. テクスト読解と議論＇10（ 

12. テクスト読解と議論＇11（ 

13. テクスト読解と議論＇12（ 

14. テクスト読解と議論＇13（ 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

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（ 

コピーを配布する。 

 

参考文献＇Readings（ 
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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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■JJ147 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ147．言語多文化学演習 ８ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 9) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
言語文化实習 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

渡部直己編『日本批評大全』を読む。大部の本ゆえ、全部を通読することは難しいが、現代から近代へと遡行する。 

 

We will read Naomi Watanabe‟s compilation “Encyclopedia of Japanese Criticism.” As it contains a large number of books, covering 

them all would be difficult. That being said, we will start with the present and work backwards toward the early modern period. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

春学期に続き、渡部篇の『日本批評大全』を読む。方針は変わらず、現代から近代へと遡行する。 

 

Continuing from the spring semester, we will read Watanabe‟s compilation “Encyclopedia of Japanese Criticism.” The objective 

remains unchanged: to start with the present and work backwards toward the early modern period. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. 生島長江「自然为義前派の跳梁」 

2. 大杉栄「生の拡充」 

3. 单方熊楠「猫一匹の力に憑つて大富となりし人の話」 

4. 平塚らいてう「元始女性は太陽であつた」 

5. 石川啄木「時代閉塞の現状」 

6. 柳田国男「遠野物語」 

7. 島村抱月「『蒲団』評」 

8. 夏目漱石『写生文」 

9. 木下尚江「革命の無縁国」 

10. 岡倉天心「茶の本」 

11. 田山花袋「露骨なる描写」 

12. 高山樗牛「美的生活を論ず」 

13. 正岡子規「歌読みに与ふる書」 

14. 樋口一葉「日記」 

 

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

今回もテキストに選んだ作品が「抄録」が多いため、全体を理解するには、どうしても事後に＇復習として（全部を読んでおく必要が

ある。一葉の「日記」など。 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(50%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■JJ152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

JJ152．文明工学特殊研究 ６ 

(Reserach on Civilization Technology 7) 

テーマ．サブタイトル等 

＇Theme / Subtitle（ 
Virginia Woolf の代表作を読む 

担当者名 

＇Instructor（ 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

＇Credit（ 
１卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC6810 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

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

 

We will read two major novels by Virginia Woolf, who is considered one of the greatest English modernist writers, and try to 

understand them deeply. 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

この授業ではイギリス・モダニズムの巨匠であり、近年フェミニズムやジェンダー論の元祖としても評価が高い Virginia Woolf の代

表的小説を鑑賞します。まず To the Lighthouse(1927)に関して、とくに人間不在の空間への特有の関心を、ウルフが関心を持っ

ていた映画との関連で読み解くことを为眼にしながら考察します。また日常生活の描写についても、戦争のトラウマとの関係で注

意を払います。次いで最も实験的な作風の The Waves(1931)に進みます。これはウルフのモダニズムの頂点と見なされる傑作で、

難解ながらウルフの世界観、文学観がよく出ています。とくにフィクションを構成することと生きることの関係について考察します。

いずれも 20 世紀イギリス文学を代表する傑作ですので、哲学的深みがあり、読み応えがあります。関連する評論も折に触れ授

業で扱う予定です。 

 

In this class we will take time to appreciate classic novels by Virginia Woolf, who is a master of English modernist writing and highly 

regarded in recent years as a founder of feminist and gender theories. Firstly, on the subject of To the Lighthouse (1927), we will 

specifically consider the author‟s special interest in space devoid of people by addressing it in terms of its connection to film that 

interested Woolf. Also, we will pay attention to her depictions of everyday life and her relationship with the trauma of war. Then we 

will move on to The Waves (1931), which is considered her most experimental work. Despite being complex, this outstanding novel 

well reveals Woolf‟s views of the world and literature. Specifically, we will consider the relationship between making fiction and 

living. Both novels are masterpieces of twentieth-century English literature, and they are deeply philosophical and well worth 

reading. Related critical essays on them will also be introduced in class. 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

1. イントロダクション 

2. To the Lighthouse 

3. To the Lighthouse 

4. To the Lighthouse 

5. To the Lighthouse 

6. To the Lighthouse 

7. To the Lighthouse 

8. The Waves 
9. The Waves 

10. The Waves 
11. The Waves 
12. The Waves 
13. The Waves 
14. The Waves 

 

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

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

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が２回を超えると卖位を取得できません。 

 

テキスト＇Textbooks（ 
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1. Virginia Woolf. 2015. The Waves. Oxford Classics (ISBN:978-0199642922) 

2. Virginia Woolf. 2006. To the Lighthouse. Oxford Classics (ISBN:978-0199536610) 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB105．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB107．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB108．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB109．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
 

学期 

＇Semester（ 
休講 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 343 - 

■PB151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB155．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB157．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB159 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB159．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
 

学期 

＇Semester（ 
休講 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB205 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB205．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB207 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB207．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB208 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB208．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB209 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB209．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
 

学期 

＇Semester（ 
休講 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 360 - 

■PB251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB255 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB255．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB257 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB257．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
イエイツ＋Ｍ－(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PB259 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PB259．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
 

学期 

＇Semester（ 
休講 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC107．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC108．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC109．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC110 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC110．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC111 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC111．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC155．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC157．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC158 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC158．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC159 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC159．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC160 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC160．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC161．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC207 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC207．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC208 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC208．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC209 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC209．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC210 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC210．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC211 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC211．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐藤 雄基(SATO YUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC255 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC255．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC257 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC257．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC258 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC258．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC259 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC259．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC260 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC260．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小澤 实(OZAWA MINORU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PC261 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PC261．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
HIS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
未定() 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD105．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD109．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
橋本 栄莉＇HASHIMOTO ERI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD158 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD158．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD159 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD159．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
未定() 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD205 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD205．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD209 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD209．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 429 - 

■PD253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
橋本 栄莉＇HASHIMOTO ERI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD258 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD258．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PD259 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PD259．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
ICS7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 437 - 

■PF104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
伊藤 实歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF105．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF107．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF108．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF109．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF111 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF111．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
伊藤 实歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF155．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF157．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF158 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF158．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF159 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF159．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF161 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF161．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
伊藤 实歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF205 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF205．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF207 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF207．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF208 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF208．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF209 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF209．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF211 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF211．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
伊藤 实歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF255 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF255．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF257 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF257．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF258 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF258．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF259 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF259．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PF261 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PF261．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
EDU7840 

言語 

＇Language（ 

日本語 

(Japanese) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG107．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG108．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG109 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG109．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 483 - 

■PG152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG157．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG158 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG158．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PG207 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG207．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 495 - 

■PG208 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG208．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 496 - 

■PG209 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG209．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 497 - 

■PG251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 498 - 

■PG252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 499 - 

■PG253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 500 - 

■PG254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 501 - 

■PG256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 502 - 

■PG257 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG257．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 503 - 

■PG258 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PG258．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
JAL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 504 - 

■PH101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 505 - 

■PH102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 506 - 

■PH103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 507 - 

■PH105 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH105．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 508 - 

■PH106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 509 - 

■PH151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 510 - 

■PH152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 511 - 

■PH153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 512 - 

■PH155 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH155．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 513 - 

■PH156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 514 - 

■PH201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 515 - 

■PH202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH205 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH205．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH255 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH255．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PH256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PH256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
FRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 525 - 

■PI102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 526 - 

■PI103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 527 - 

■PI104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 528 - 

■PI106 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI106．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 529 - 

■PI151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 530 - 

■PI152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI153 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI153．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 532 - 

■PI156 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI156．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 534 - 

■PI202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 535 - 

■PI203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI206 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI206．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI253 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI253．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PI256 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PI256．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
GRL7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ101 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ101．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ102 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ102．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ103 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ103．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ104 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ104．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ107 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ107．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ108 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ108．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 548 - 

■PJ151 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ151．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ152 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ152．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ154 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ154．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ157 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ157．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ158 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ158．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ201 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ201．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ202 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ202．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ203 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ203．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ204 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ204．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ207 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ207．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ208 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ208．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ251 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ251．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 

 

 

  



 - 560 - 

■PJ252 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ252．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ254 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ254．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ257 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ257．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 
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■PJ258 

科目コード．科目名 

＇Course Code / Course Title（ 

PJ258．研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

＇Instructor（ 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

＇Semester（ 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

＇Credit（ 
 

科目ナンバリング 

＇Course Number（ 
COC7843 

言語 

＇Language（ 

その他 

(Others) 

備考 

＇Notes（ 
 

 

授業の目標＇Course Objectives（ 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を实施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容＇Course Contents（ 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画＇Course Schedule（ 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準＇Evaluation（ 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト＇Textbooks（ 

なし 

 

参考文献＇Readings（ 

 

 

その他＇HP 等（＇Others(e.g.HP)（ 

 

 

注意事項＇Notice（ 



 

  



 

 

 

 


