
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ラ バ ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文学部 
 

 

 

 

立 教 大 学 

 

 

 

作成日：2021年 09月 09日 
 

 

  



 

 

 

 



 

 - 1 - 

■AA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ａ 

(Introductory Seminars A1a) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、PC やオンラインシステムを活用した共同作業を伴う、ディスカッション、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レ

ポート作成に関する技能も身につける。  

 

You will acquire the basic knowledge and research methods required for studying at the university’s Department of Christian 

Studies. 

While reading introductory texts,  you will gain basic knowledge of Christian studies, and develop reading, analyzing and logical 

thinking ability. 

Add to this, you will learn academic skills concerning  collecting materials, presentation and writing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

Regaｒding presented issues, student must write an outline summary or report, and make a presentation. 

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 

 

課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardを使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせる

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法─調査・研究・執筆の技術と手順─』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

テキストの購入は各自の判断による。そのほか授業で取り上げる文献については担当教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体の進め方（テーマ、課題、文献などの選定を含む）はそれぞれの担当教員が受講者に指定する。 

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。また合同クラスで行うこともある） 

 

図書館ガイダンスまた情報検索講習を行うことがある。その場合には合同クラスで行うこと、または、 

Blackboard の以下の公開コースの各自の履修をもって行うこともある。 

【図書館ガイダンス】Blackboardの「公開コース」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_15_1）から入って「立教大学図書館」にある

履修年度のフォルダにある全コンテンツを確認。 

 

２０２１年度については、対面での実施は教室の状況及び履修者の状況を踏まえつつ、内容上、大学施設を履修者全員が必要と

し、かつ、参加可能である場合に実施する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ｂ 

(Introductory Seminars A1b) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子（UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、PC やオンラインシステムを活用した共同作業を伴う、ディスカッション、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レ

ポート作成に関する技能も身につける。  

 

You will acquire the basic knowledge and research methods required for studying at the university’s Department of Christian 

Studies. 

While reading introductory texts,  you will gain basic knowledge of Christian studies, and develop reading, analyzing and logical 

thinking ability. 

Add to this, you will learn academic skills concerning  collecting materials, presentation and writing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

Regaｒding presented issues, student must write an outline summary or report, and make a presentation. 

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 

 

課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardを使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせる

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法─調査・研究・執筆の技術と手順─』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

テキストの購入は各自の判断による。そのほか授業で取り上げる文献については担当教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体の進め方（テーマ、課題、文献などの選定を含む）はそれぞれの担当教員が受講者に指定する。 

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。また合同クラスで行うこともある） 

 

図書館ガイダンスまた情報検索講習を行うことがある。その場合には合同クラスで行うこと、または、 

Blackboard の以下の公開コースの各自の履修をもって行うこともある。 

【図書館ガイダンス】Blackboardの「公開コース」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_15_1）から入って「立教大学図書館」にある

履修年度のフォルダにある全コンテンツを確認。 

 

２０２１年度については、対面での実施は教室の状況及び履修者の状況を踏まえつつ、内容上、大学施設を履修者全員が必要と

し、かつ、参加可能である場合に実施する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ａ 

(Introductory Seminars A2a) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、PC やオンラインシステムを活用した共同作業を伴う、ディスカッション、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レ

ポート作成に関する技能も身につける。  

 

You will acquire the basic knowledge and research methods required for studying at the university’s Department of Christian 

Studies. 

While reading introductory texts, you will gain basic knowledge of Christian studies, and develop reading, analyzing and logical 

thinking ability. 

Add to this, you will learn academic skills concerning collecting materials, presentation and writing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

Regaｒding presented issues, student must write an outline summary or report, and make a presentation. 

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 
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課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardを使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせる

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法─調査・研究・執筆の技術と手順─』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

5. 西原廉太、2016、『聖公会が大切にしてきたもの』、教文館 (ISBN:978-4764261259) 

テキストの購入は各自の判断による。そのほか授業で取り上げる文献については担当教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体の進め方（テーマ、課題、文献などの選定を含む）はそれぞれの担当教員が受講者に指定する。 

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。また合同クラスで行うこともある） 

 

図書館ガイダンスまた情報検索講習を行うことがある。その場合には合同クラスで行うこと、または、 

Blackboard の以下の公開コースの各自の履修をもって行うこともある。 

【図書館ガイダンス】Blackboardの「公開コース」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_15_1）から入って「立教大学図書館」にある

履修年度のフォルダにある全コンテンツを確認。 

 

２０２１年度については、対面での実施は教室の状況及び履修者の状況を踏まえつつ、内容上、大学施設を履修者全員が必要

し、かつ参加可能である場合に実施する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ｂ 

(Introductory Seminars A2b) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一（HASEGAWA SHUICHI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科において基礎となる専門知識と学問研究方法を獲得する。 

基礎文献を通じて、専門知識および読解、分析、論理的思考の能力などを養う。 

それとともに、PC やオンラインシステムを活用した共同作業を伴う、ディスカッション、文献収集方法、プレゼンテーション作法、レ

ポート作成に関する技能も身につける。  

 

You will acquire the basic knowledge and research methods required for studying at the university’s Department of Christian 

Studies. 

While reading introductory texts, you will gain basic knowledge of Christian studies, and develop reading, analyzing and logical 

thinking ability. 

Add to this, you will learn academic skills concerning collecting materials, presentation and writing.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業回ごとの課題を行ったうえで授業に参加する。 

諸テーマについて文献の要約また論述および発表を行う。 

ディスカッションで相互検討を行う。 

 

All participants do assignments for each class.  

Regaｒding presented issues, student must write an outline summary or report, and make a presentation. 

Aｌｌ student must engage in discussion and exchange opinions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 専門知識と学問研究方法の習得１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. 同２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. 同３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. 同４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 
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課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardを使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせる

こと。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法─調査・研究・執筆の技術と手順─』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

5. 西原廉太、2016、『聖公会が大切にしてきたもの』、教文館 (ISBN:978-4764261259) 

テキストの購入は各自の判断による。そのほか授業で取り上げる文献については担当教員の指示による。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業全体の進め方（テーマ、課題、文献などの選定を含む）はそれぞれの担当教員が受講者に指定する。 

（授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。また合同クラスで行うこともある） 

 

図書館ガイダンスまた情報検索講習を行うことがある。その場合には合同クラスで行うこと、または、 

Blackboard の以下の公開コースの各自の履修をもって行うこともある。 

【図書館ガイダンス】Blackboardの「公開コース」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_15_1）から入って「立教大学図書館」にある

履修年度のフォルダにある全コンテンツを確認。 

 

２０２１年度については、対面での実施は教室の状況及び履修者の状況を踏まえつつ、内容上、大学施設を履修者全員が必要

し、かつ参加可能である場合に実施する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1a) 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG, MIRA)  

長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

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

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

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試み、「演習」に備える。 

 

In this class, you will gain a concrete picture of the various areas of research available at the Department of Christian Studies 

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

more specific research topic, and prepare for the Seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キリスト教学の問題領域１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. キリスト教学の問題領域２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. キリスト教学の問題領域３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. キリスト教学の問題領域４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

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

各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 
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課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardそのほか授業支援システムを使用する。使用法でわからないことはメディアセン

ターに各自で問い合わせること。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法－調査・研究・執筆の技術と手順－』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

5. 西原廉太、2016、『聖公会が大切にしてきたもの』、教文館 (ISBN:978-4764261259) 

テキストの購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2a) 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

アプローチ方法を学ぶ。 

 

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

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

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試み、「演習」に備える。 

 

In this class, you will gain a concrete picture of the various areas of research available at the Department of Christian Studies 

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

more specific research topic, and prepare for the Seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キリスト教学の問題領域１ 

イントロダクション 予習課題の提示 

3. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

4. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

5. キリスト教学の問題領域２ 

イントロダクション 予習課題の提示 

6. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

7. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

8. キリスト教学の問題領域３ 

イントロダクション 予習課題の提示 

9. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

10. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

11. キリスト教学の問題領域４ 

イントロダクション 予習課題の提示 

12. 予習課題にもとづく討議。 

予習課題の提示 

13. 予習課題にもとづく討議。 

まとめ課題の提示 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各担当者の示す予習課題及びまとめ課題。 

 

課題提出にあたっては Master of Writing およびテキストの『本を読む本』『論文の書き方』を参照。 

Master of Writing は次の URLから入手可能（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofWritingMini.pdf） 

また発表に際しては Master of Presentation を参照のこと。（https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-

att/MasterofPresentation.pdf） 

Blackboard を使用する。使用法でわからないことはメディアセンターに各自で問い合わせること。 

 

また、Blackboardの「セルフラーニング」

（https://bb.rikkyo.ac.jp/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_12_1）からはいって、「Study Skill コース」に

ある各コンテンツを各自実施しておくことがのぞましい。 

 

当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

剽窃については次の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

そのほか、論文の書き方、学びの方法や考え方、資料収集について、以下の動画を視聴しておくこと。 

https://www.youtube.com/watch?v=4PfymsKSA18 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIk29rA5Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=vy8Ca-5Xcig 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

https://www.youtube.com/watch?v=UuDaiE0MtiE 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyJvtFjxJs 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動（予習復習提出物および授業内での討議への参加・発言の精度）(100%) 

各担当者の指示をよく確認すること。Blackboardそのほか授業支援システムを使用する。使用法でわからないことはメディアセン

ターに各自で問い合わせること。当然のことであるがコピペや剽窃には厳しく対応する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アドラー、1997、『本を読む本』、講談社 (ISBN:978-4061592995) 

2. 澤田和夫、1977、『論文の書き方』、講談社 (ISBN:978-4061581531) 

3. 西原廉太ほか、2006、『知の礎 原典で読むキリスト教』、聖公会出版 (ISBN:978-4882741602) 

4. エーコ、1991、『論文作法－調査・研究・執筆の技術と手順－』、而立書房 (ISBN:978-4880591452) 

5. 西原廉太、2016、『聖公会が大切にしてきたもの』、教文館 (ISBN:978-4764261259) 

テキストの購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なお授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。 

秋学期では３年次での演習科目登録について必要な内容も取り扱う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１ 

(Seminars A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術に関する研究の実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋キリスト教美術の歴史について，参考文献を利用しつつ，その発展を学ぶ。 

1)担当教員が授業全体の解説と問題設定を行う。 

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

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

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

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

には一部変更の可能性がある。 

 

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

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

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

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

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

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

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

schedule may be partially changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス，全体スケジュール確認 

2. 導入授業１ 

3. 導入授業２ 

4. 発表１，ディスカッション 

5. 発表２，ディスカッション 

6. 発表３，ディスカッション 

7. 発表４，ディスカッション 

8. 発表５，ディスカッション 

9. 発表６，ディスカッション 

10. 発表７，ディスカッション 

11. 発表８，ディスカッション 

12. 発表９，ディスカッション 

13. 発表 10，ディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

わかりやすい発表を心がける。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ２ 

(Seminars A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教と政治：儀礼論を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習の目標は、諸宗教の儀礼について考察することで宗教と政治の関係についての理解を深めることにある。文献の正確な

読解力ならびに参加者自身のレポートや論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

The goal of the course is to deepen participants' knowledge regarding the relationship between religion and politics, especially 

with a focus on liturgical experiences. The course encourages students to acquire the ability to read, think, and write such skills 

are invaluable in their senior theses as well as various reports.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った文献を読み、それについての簡単な講義と参加者によるグループディスカッションを行う。それをもとに文章を作

成し、次週の冒頭で報告を行う。適宜、参加者自身の研究報告も行われる。 

 

Students will read and discuss various texts written mostly in Japanese but sometimes in English. Students will also have 

opportunities to report on their own research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. 総括 

 

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

演習参加者は、指定された文献を事前に読み、授業にのぞむ必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(複数回)(60%)/随時レポート(40%) 

課題の提出や本演習についての連絡は立教時間を通して行う 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青木保、2006、『儀礼の象徴性』、岩波書店 (400600155) 

他の購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ３ 

(Seminars A3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とキリスト教（インクルーシブコミュニティ研究） 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このクラスは、（1）世界キリスト教における今日的な諸課題についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）エキュメニカルな視座

から現代社会とキリスト教の関係性について探求し、（3）真にインクルーシブな教会の実現に向けた具体的方法について議論を

深めることを目標とする。 

 

This course (1) develops the knowledge and understanding of current issues in global Christianity, (2) explores the relationship 

between contemporary society and Christianity from the ecumenical perspective, and (3) discusses concrete ways to achieve 

the vision of truly inclusive church(es). 

 

授業の内容（Course Contents） 

このクラスでは、エキュメニズム、ジェンダー、セクシュアリティなどの幅広い神学的な問いかけに取り組みます。また、初めてのエ

キュメニカル地域協議体であるアジア・キリスト教協議会（CCA）の動向についても紹介します。 

 

The themes of this course includes the content and significance of major theological questions about ecumenism, gender and 

sexuality, in addition to an introduction to the works of the first ecumenical regional organization, the Christian Conference of 

Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：シラバスの確認、特に関心のあるテーマの聞き取り、テキストの検討 

2. テキスト分析と討議：LWF "Gender Justice Policy"(2013) 

3. テキスト分析と討議：ACT Alliance "Gender Justice Policy" (2017) 

4. テキスト分析と討議：Global Interfaith Commission on LGBT+ Lives (2020) 

5. テキスト分析と討議① 

6. テキスト分析と討議② 

7. テキスト分析と討議③ 

8. テキスト分析と討議④ 

9. テキスト分析と討議⑤ 

10. ディベートの論題・グループ決定＆グループ・ミーティング  

11. グループ準備とサポート 

12. ディベート①「論題１」（肯定Ａ×否定Ｂ） 

13. ディベート②「論題２」（肯定Ｃ×否定Ｄ）  

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発言、貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（必要な場合は PDF ファイルを配布・配信する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 西原廉太、2007、『「エキュメニズムに進むキリスト教」『総説キリスト教史３・近現代篇』』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-

4-8184-0633-9) 

2. 堀江有里、2006、『レズビアンという生き方－キリスト教の異性愛主義を問う－』、新教出版社 (ISBN:978-4400427049) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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「演習 A13」（秋学期）とともに履修することが望ましい。 

なお、授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。  

Email：fujiwara.sawako@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ４ 

(Seminars A4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書解釈への入門 

担当者名 

（Instructor） 
赤城 Ｍ．(AKAGI MATTHEW-KAI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

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

批評、様式史研究、編集史研究、社会史的研究、社会科学批評、修辞学批評、間テクスト性において基本的な知識を身につけ

る。 

 

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

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

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

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

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

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

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

contemporary Biblical criticism and will be introduced to the basics of New Testament interpretation with examples of 

exegetical application. In the spring semester, students will gain a basic knowledge of textual criticism, source criticism, form 

criticism, redaction criticism, socio-historical criticism, social-scientific criticism, rhetorical criticism, and intertextuality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

う。 

 

After the introduction, students will make research presentations (individually or in groups) based on their original research and 

interpretations. Discussion/debate involving all students in the class will follow.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 本文批評 

3. 本文批評 

4. 資料 

5. 資料 

6. 様式 

7. 編集 

8. 社会史的研究 

9. 社会科学批評 

10. 修辞学批評 

11. 修辞学批評 

12. 間テクスト性 

13. 間テクスト性 

14. 総合討議 

 

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

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

行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(40%)/出席および討論への参加度(60%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

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

キリスト教団出版局 (ISBN:9784818409385) 

2. 『新約聖書』、岩波書店 (ISBN:9784000233842) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

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

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

その他、文献は非常に多いので、講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ５ 

(Seminars A5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本をはめめ、アジアにおけるキリスト教の歴史を省みて，そこに認められる政治・社会・文化的諸課題についての論点を整理

し，理解を深める。 

 

Starting in Japan, we will examine the history of Christianity in Asia to identify political, social, and cultural issues in that history 

and deepen our understanding of them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

ること。 

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

 

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

Asia, especially in Japan, and identify problematic issues in each phase of the indigenization process of Christianity. For this 

purpose, you will form four groups (1. History of Catholic missionary work up to the late Tokugawa era; 2. History of Protestant 

missionary work in the Meiji and Taisho eras; 3. Christianity during the war; 4. Post-war Christianity) in the first class which 

introduce the literature chosen by the group and raise problems based on the literature. Then, each of you will find a individual 

research topic according to your interest, carry out research and analysis during the semester, and make a presentation on 

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

presentation. We will be deciding the presentation schedule in the first class, so make sure to attend. You should decide which 

era (see above) you would like to study by the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、グループ分け、担当確認 

2. 各グループの担当文献の紹介 

3. Aグループ： 幕末までのカトリック宣教史 

4. B グループ： 明治・大正期のキリスト教 

5. C グループ： 戦時下のキリスト教 

6. D グループ： 戦後のキリスト教 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. 総括 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ６ 

(Seminars A6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

苦しみ、そのほか神と人間をめぐる問題群がある。それは星雲のごとくにそこかしこにきらめく様々な問題系から成立しており、そ

の複雑多様なる思想展開のさまを一目のもとに把握することは、極めて困難な作業である。とはいえ、そこへとむけて思索を出発

しなければ、根本的な理解へと到達することは不可能である。この授業では、そうした無辺の問題系に向けてわずかなる一歩を

進めるための出発点となる問題探求を行い、また、それを共に学ぶ人々との間に共有され、ともにその道を歩みゆく同行のともが

らとなる機縁となることをめざす。 

 

Issues concerning agape and eros, that is, love, have been one of the central themes in the history of Christian ideas. Such 

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

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

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

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

their ideas and become companions in the journey of contemplation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを読解して他者の思想を正確に理解しようとする態度が求められる。 

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

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

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

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

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

することになる。 

こうしたことを事前に承知したうえで受講することが求められる。 

 

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

合うことが求められる。 

 

受講者の状況によって講読テキスト箇所や進度が調整される。 

 

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

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

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

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

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

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

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

the university’s learning assistance web system. 

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

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

to promote mutual learning. 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教思想史に関する文献１ 

3. 同講読 

4. 同検討 

5. 同討議 
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6. 同相互報告 

7. 締めくくりの討議 

8. キリスト教思想史に関する文献２ 

9. 同講読 

10. 同検討 

11. 同討議 

12. 同相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

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

予習課題、指示される課題。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. ラルシェ、2020、『病の神学』、教友社 (ISBN:9784907991630) 

2. 金子晴勇、2020、『キリスト教思想史 I』、ヨベル (ISBN:978-4909871275) 

3. 押田成人、2020、『押田成人著作選集１』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818410534) 

4. 押田成人、2020、『押田成人著作選集２』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818410541) 

5. 押田成人、2020、『押田成人著作選集３』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4818410558) 

テキストについての購入は各自の判断にゆだねる。そのほか。澤田昭夫『論文の書き方』講談社学術文庫。アドラー『本を読む

本』講談社学術文庫。プラトン『パイドロス』岩波文庫。藤沢令夫『プラトン「パイドロス」註解」岩波書店。納富信留『プラトン 饗宴 

100 分 de 名著』NHK出版。アウトカ『アガペー』教文館。ド・ルージュモン『愛について 上下』平凡社ライブラリー。宮本久雄『愛の

言語の誕生』新世社。宮本久雄『出会いの他者性』知泉書館。フロム『愛するということ』紀伊國屋書店。 

 

参考文献（Readings） 

1. Albertus Magnus. 1960. Metaphysica, Libri I-V. Aschendorff (ISBN:9783402030295) 

2. Albertus Magnus. 1968. Super Ethica, Libri I-V. Ascendorff (ISBN:9783402030608) 

3. J.-M. Auwers, D. Vanysacker. 2020. Pulchritudo tam antiqua et tam nova. Brepols (ISBN:978-2503582337) 

4. R. H. F. Hofman, J. Oosterman, P. J.A. Nissen, M. van Dijk, C. M. A. Caspers (eds.). 2020. Inwardness, Individualization, and 
Religious Agency in the Late Medieval Low Countries: Studies in the Devotio Moderna and its Contexts. Brepols 

(ISBN:9782503585390) 

5. Edward Howells and Mark A. McIntosh. 2020. Oxford Handbook of Mystical Theology. Oxford UP (ISBN:9780198722380) 

6. N. Cohen Hanegbi, P. Nagy. 2018. Pleasure in the Middle Ages. Brepols (ISBN:978-2503575209) 

7. Albertus Magnus. 1987. Super Ethica, Libri  VI-X. Aschendorff (ISBN:9783402030806) 

上記参考資料のほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 A16 と連携した科目である。時間割に定められた日程とは別にディスカッションや研究のための機会を設けることがある。詳

細は授業内で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ７ 

(Seminars A7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘブライ語聖書学・聖書考古学 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヘブライ語聖書学・聖書考古学分野で自らの研究テーマを見つける 

 

To find out own research subject either in the Hebrew Bible studies or biblical archaeology 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヘブライ語聖書学・聖書考古学分野においてどのような研究がなされているかを知り、関心のある研究テーマを見つけて、研究す

るための基礎的な方法、資料について学ぶ。 

 

To know what kind of research is conducted in the Hebrew Bible studies and biblical archaeology, and learn basic methodology 

for and research materials of interested research subject. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（自己紹介、ヘブライ語聖書学・聖書考古学について） 

2. ヘブライ語聖書学研究の例１ 

3. ヘブライ語聖書学研究の例２ 

4. 聖書考古学研究の例１ 

5. 聖書考古学研究の例２ 

6. 研究テーマの発表（課題提出 1回目） 

7. ディスカッション１ 

8. ディスカッション２ 

9. ディスカッション３ 

10. 研究進捗状況報告（課題提出 2回目） 

11. ディスカッション４ 

12. ディスカッション５ 

13. ディスカッション６ 

14. 総括（最終レポート提出） 

 

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

初回の授業までに、ヘブライ語聖書もしくは聖書考古学についての本を一冊読む。学期中に 2回の課題提出、学期末に最終レ

ポートの提出を課すので、研究テーマについて各自で研究を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ８ 

(Seminars A8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える１ 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

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

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

and its meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

え、また自らの生き方を考究する。 

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業目的や方法の説明 

参加者が自身の問題意識を発表し、共有をはかる。 

2. グループ分け 演習でとりあげるテーマを選定する。 

参加者が自身が取り組みたいテーマを選び、グループを組む。 

3. グループ発表準備１  

グループごとに、発表テーマ・用いる資料・発表形式等の検討を行う。 

4. グループ発表準備２ 

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

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. 中間まとめ 

10. グループ発表５ 

11. グループ発表６ 

12. グループ発表７ 

13. これまでの考察のふりかえり 

14. 全体総括 まとめ 

 

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

参加者は、演習で取り組みたい問題について、事前に学びを進めておくこと。 

また、自身の問いを整理し、明確にしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ９ 

(Seminars A9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ローマ・カトリック教会における典礼と音楽 

担当者名 

（Instructor） 
米沢 陽子(YONEZAWA YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

大学院科目 NH212「キリスト教音楽研究１」と併置 

チャペル会館２Ｆ マグノリアルーム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ローマ・カトリック教会の典礼の二本柱であるミサと聖務日課の概要と、典礼に用いられる音楽について理解を深める。典礼音楽

がどのようにして生まれ、歌い継がれてきたのかを学び、典礼における音楽が果たす意味について自ら説明できる。また、その学

びを自分が関わる教会の典礼・礼拝に活かすことができるようにする。 

 

We will deepen our understanding of the two pillars for rituals of the Roman Catholic Church, Mass and Liturgy of the Hours as 

well as the music used in rituals. We will study how ritual music was born and pass along as well as explain independently the 

meaning of music in rituals. Moreover, we will use what we learned in the church rituals and worship that in which we are 

involved. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に講義形式で進めていく。西洋音楽の源であるグレゴリオ聖歌にも重点を置き、グレゴリオ聖歌がその後の音楽史にどの

ような影響を与えたのかを考察していく。各回で扱う音楽作品については可能な限りオリジナル楽譜を紹介し、オンライン授業で

はあるが実際に声に出して歌うことも試みたい。 

 

The course will mostly consist of lectures. We will also place emphasis on Gregorian chants, which are the origin of Western 

music. We will inquire into how Gregorian chants later influenced music history. We will introduce original scores for the musical 

pieces taken up each time as much as possible. I would also like to let us try singing the music out loud.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 旧約聖書の中の音楽 

2. 初期キリスト教会における典礼と音楽 

3. 教会暦について 

4. ローマ・カトリック教会における典礼―ミサと聖務日課― 

5. グレゴリオ聖歌（１） 成立過程とネウマ譜の歴史 

6. グレゴリオ聖歌（２） ネウマ譜の読み方／教会旋法について 

7. ミサ通常文について（１） 

8. ミサ通常文について（２）／ミサ固有文について 

9. 聖務日課（１）修道院の成立とその生活 

10. 聖務日課（２）朝課と賛課の音楽 

11. 聖務日課（３）晩課の音楽 

12. 聖母マリアへの祈り 

13. レクエイム 

14. 単旋律聖歌から多声音楽へ 

 

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が、中世、ルネサンス期の音楽について視聴覚資料等で予備知

識を得ておくことが望ましい。また予め配布する楽譜を譜読みしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表とその準備(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2007 年、『キリスト教と音楽―ヨーロッパ音楽の源流をたずねて』、音楽之友社 (ISBN:978-4-11058-8) 

2. 金澤正剛、2015 年、『中世音楽の精神史―グレゴリオ聖歌からルネサンス音楽へ』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-41352-
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5) 

その他、授業中に適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の中では必要に応じて、パワーポイント、視聴覚資料を適宜活用する。また個々の授業内容については受講生の人数や関

心により多少の変更を加えることもある。 

実際に楽譜を用いて歌うことも多いので、基礎的な読譜力を身につけている学生の受講を歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１０ 

(Seminars A10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ドイツ・ルター派のコラールと J. S. バッハの編曲技法－声楽作品（カンタータ、受難

曲）、オルガン編曲からの考察 

担当者名 

（Instructor） 
米沢 陽子(YONEZAWA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

大学院科目 NH213「キリスト教音楽研究２」と併置 

チャペル会館２Ｆ マグノリアルーム 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ルター派のコラールの歌詞内容を理解し、バッハがカンタータや受難曲、オルガン作品のなかで歌詞の内容をどのように音として

描こうとしたかを、楽曲分析を通して説明することができる。 

 

We will understand the lyrics of Lutheran chorales. By analyzing these songs, we will be able to explain how Bach expressed 

these lyrics using sound with his cantata and Passion music and organ pieces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

バッハのオルガン・コラール作品を弾く際、オルガニストは解釈の手掛かりをカンタータとコラールの歌詞に求める。バッハのカン

タータや受難曲がルター派のコラールを基にして作曲されていることは周知のとおりである。この授業では、同じコラールに基づく

カンタータとオルガン編曲を並べて取り上げ、バッハが共通の「素材」を用いてどのような手法で音楽を作り上げていったかを楽曲

分析を通して考察する。基本的に講義形式で進めていくが、いくつかのテーマについては受講生に口頭発表を課す予定である。

また必要に応じて演奏実践も取り入れる。 

 

An organist seeks hints on how to interpret the cantata and chorale from its lyrics when playing Bach’s organ chorales. As you 

know, Bach’s cantatas and Passion music were composed based on Lutheran chorales. In this course, we will take up cantatas 

and organ compositions based on the same chorale. We will examine with what method Bach used the same “material” to create 

music by musical analysis. The course will mostly consist of lectures, but I plan to have students give verbal presentations on 

several topics. In addition, we will also implement musical performances when necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. J.S.バッハの教会生活とルター派のコラール 

2. Aus tiefer Not schrei' ich zu dir（１）コラール原曲 

3. Aus tiefer Not schrei' ich zu dir（２）カンタータ BWV 38 （三位一体後第 21 主日） 

4. Aus tiefer Not schrei' ich zu dir（３）オルガン編曲 BWV ６８７ 

5. Christ unser Herr zum Jordan kam（１）コラール原曲 

6. Christ unser Herr zum Jordan kam（２）カンタータ BWV７ （洗礼者ヨハネの祝日） 

7. Christ unser Herr zum Jordan kam（３）オルガン編曲 BWV ６８４ 

8. O Lamm Gottes, unschuldig（１）コラール原曲 

9. O Lamm Gottes, unschuldig（２） 『マタイ受難曲』 BWV244 より 

10. O Lamm Gottes, unschuldig（３）オルガン編曲 BWV ６５６ 

11.  O Mensch, bewein dein Sünde groß (１）コラール原曲 

12. O Mensch, bewein dein Sünde groß （２） 『マタイ受難曲』 BWV244 より 

13. O Mensch, bewein dein Sünde groß （３）オルガン編曲 BWV622 

14. J. S. バッハの音楽語法 

 

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

上記授業で取り上げるコラールの歌詞（ドイツ語）を読み込み、旋律を頭に入れておくこと。その他、必要に応じて別途指示する。

予め配布したコラールの楽譜を譜読みしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表とその準備(30%)/授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. マルティン・ゲック、2001 年、『ヨハン・ゼバスティアン・バッハ』、東京書籍 (ISBN:4-487-79719-5) 
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その他、授業中に適宜紹介する。また『バッハ全集』（小学館）の CD および解説書は重要な資料となるので、受講生は各自の関

心に沿って CD を聴き、解説を読み、バッハの音楽への理解を深めることが望ましい。（図書館所蔵） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で取り上げるコラール（ドイツ語）はクラス全員で歌唱するので、基礎的な読譜力を身につけている学生の受講を歓迎する。

またカンタータ、オルガン編曲の回では録音資料、楽譜資料を用いて行う。個々の授業内容については受講生の人数や関心に

より多少の変更を加えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１１ 

(Seminars A11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術に関する研究の実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋キリスト教美術の歴史について，参考文献を利用しつつ，その発展を学ぶ。 

1)担当教員が授業全体の解説と問題設定を行う。 

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

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

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

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

には一部変更の可能性がある。 

 

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

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

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

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

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

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

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

schedule may be partially changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス，全体スケジュール確認 

2. 導入授業１ 

3. 導入授業２ 

4. 発表１，ディスカッション 

5. 発表２，ディスカッション 

6. 発表３，ディスカッション 

7. 発表４，ディスカッション 

8. 発表５，ディスカッション 

9. 発表６，ディスカッション 

10. 発表７，ディスカッション 

11. 発表８，ディスカッション 

12. 発表９，ディスカッション 

13. 発表 10，ディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

わかりやすい発表を心がける。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１２ 

(Seminars A12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教と政治：儀礼論を中心に（2） 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習の目標は、諸宗教の儀礼について考察することで宗教と政治の関係についての理解を深めることにある。文献の正確な

読解力ならびに参加者自身のレポートや論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

The goal of the course is to deepen participants' knowledge regarding the relationship between religion and politics, especially 

with a focus on liturgical experiences. The course encourages students to acquire the ability to read, think, and write, such skills 

are invaluable in their senior theses as well as various reports.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った文献を読み、それについての簡単な講義と参加者によるグループディスカッションを行う。それをもとに文章を作

成し、次週の冒頭で報告を行う。適宜、参加者自身の研究報告も行われる。 

 

Students will read and discuss various texts written mostly in Japanese but sometimes in English. Students will also have 

opportunities to report on their own research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. 総括 

 

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

演習参加者は、指定された文献を事前に読み、授業にのぞむ必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(複数回)(60%)/随時レポート(40%) 

課題の提出や本演習についての連絡は立教時間を通して行う 

 

テキスト（Textbooks） 

課題テクストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１３ 

(Seminars A13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とキリスト教（キリスト者の社会的責任） 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子（FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このクラスは、（1）世界キリスト教における今日的な諸課題についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）エキュメニカルな視座

から現代社会とキリスト教の関係性について探求し、（3）キリスト者としての社会的責任を果たす具体的方法について議論を深め

ることを目標とします。 

 

This course (1) develops the knowledge and understanding of current issues in global Christianity, (2) explores the relationship 

between contemporary society and Christianity from the ecumenical perspective, and (3) discusses concrete ways to fulfill 

Christian social responsibilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

このクラスでは、エキュメニズム、正義と平和、被造世界の一致などの幅広い神学的な問いかけに取り組みます。また、初めての

エキュメニカル地域協議体であるアジア・キリスト教協議会（CCA）の動向についても紹介します。 

 

The themes of this course includes the content and significance of major theological questions about ecumenism, justice and 

peace, and restoration of Creation, in addition to an introduction to the works of the first ecumenical regional organization, the 

Christian Conference of Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：シラバスの確認、特に関心のあるテーマの聞き取り、テキストの検討 

2. テキスト分析と討議：正義と平和 

3. テキスト分析と討議：被造世界の修復 

4. テキスト分析と討議：気候的正義 

5. テキスト分析と討議① 

6. テキスト分析と討議② 

7. テキスト分析と討議③ 

8. テキスト分析と討議④ 

9. テキスト分析と討議⑤ 

10. ディベートの論題・グループ決定＆グループ・ミーティング 

11. グループ準備とサポート 

12. ディベート①「論題１」（肯定 A×否定 B） 

13. ディベート②「論題２」（肯定 C×否定 D） 

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発言、貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません（必要な場合は PDF ファイルを配布・配信します） 

 

参考文献（Readings） 

1. 西原廉太、2007、『「エキュメニズムに進むキリスト教」『総説キリスト教史３・近現代篇』』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-

4-8184-0633-9) 

2. 関西学院大学キリスト教と文化研究センター編、2009、『キリスト教平和学事典』、教文館 (ISBN:978-4-7642-4034-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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「演習 A3」（春学期）とともに履修することが望ましい。 

なお、授業内容は受講者の状況などによって変更される場合がある。  

Email：fujiwara.sawako@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AA114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１４ 

(Seminars A14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書解釈への入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

う。 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 物語批評（その 1：一般） 

3. 物語批評（その２：福音書） 

4. 物語批評（その 3：その他） 

5. スピーチアクト分析（その 1：一般） 

6. スピーチアクト分析（その 2：福音書） 

7. 文化研究批評（その１：一般） 

8. 文化研究批評（その 2：フェミニスト批評 1） 

9. 文化研究批評（その 3：フェミニスト批評 2） 

10. 文化研究批評（その 4：ポストコロニアル批評 1） 

11. 文化研究批評（その 5：ポストコロニアル批評 2） 

12. 正典批評（その 1） 

13. 正典批評（その 2） 

14. 総合討議 

 

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

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

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(40%)/出席および討論への参加度(60%) 

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

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

キリスト教団出版局 (ISBN:9784818409385) 

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

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

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

その他、文献は非常に多いので、講義の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１５ 

(Seminars A15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本をはめめ、アジアにおけるキリスト教の歴史を省みて，そこに認められる政治・社会・文化的諸課題についての論点を整理

し，理解を深める。  

 

Starting in Japan, we will examine the history of Christianity in Asia to identify political, social, and cultural issues in that history 

and deepen our understanding of them.  

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 A5（春学期）で取り扱った内容を踏まえて，アジア・キリスト教史に関する各自の研究関心を深めるために，関連の一次文献

の講読に取り組み、またフィールドワークや現地調査を行い、そこで得た情報を分析して，演習内に発表する。全コースを通して

発表後に討議の時間を設ける。初回の授業で一学期の日程を決めるので，必ず出席すること。履修者は，第 1 回の授業までに

学期中に取り組みたいテーマについて決めておく。 

 

Based on what you have learned in Seminar A5 (during summer term), you will further deepen your specific interest in certain 

field of the history of Christianity in Asia. For this purpose, you will engage in the reading of primary sources and in fieldwork 

and/or visits of relevant institutions. Then you will analyze the data you gathered in this process and present your findings in 

class. Throughout the course, time for discussion will be arranged after each presentation. We will be deciding the presentation 

schedule in the first class, so make sure to attend. You should decide which topic you would like to study during the term by 

the first class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、グループ分け、担当確認 

2. 一次文献の購読、討議 

3. 一次文献の購読、討議 

4. 一次文献の購読、討議 

5. フィールドワークまたは現地調査 

6. 一次文献の購読、討議 

7. 一次文献の購読、討議 

8. 一次文献の購読、討議 

9. フィールドワークまたは現地調査 

10. 個人研究発表、討議 

11. 個人研究発表、討議 

12. 個人研究発表、討議 

13. 個人研究発表、討議 

14. 総括 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加状況(60%)/複数回の発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１６ 

(Seminars A16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史の諸問題 2 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

苦しみ、そのほか神と人間をめぐる問題群がある。それは星雲のごとくにそこかしこにきらめく様々な問題系から成立しており、そ

の複雑多様なる思想展開のさまを一目のもとに把握することは、極めて困難な作業である。とはいえ、そこへとむけて思索を出発

しなければ、根本的な理解へと到達することは不可能である。この授業では、そうした無辺の問題系に向けてわずかなる一歩を

進めるための出発点となる問題探求を行い、また、それを共に学ぶ人々との間に共有され、ともにその道を歩みゆく同行のともが

らとなる機縁となることをめざす。 

 

Issues concerning agape and eros, that is, love, have been one of the central themes in the history of Christian ideas. Such 

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

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

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

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

their ideas and become companions in the journey of contemplation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを読解して他者の思想を正確に理解しようとする態度が求められる。 

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

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

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

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

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

することになる。 

こうしたことを事前に承知したうえで受講することが求められる。 

 

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

合うことが求められる。 

 

受講者の状況によって講読テキスト箇所や進度が調整される。 

 

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

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

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

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

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

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

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

the university’s learning assistance web system. 

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

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

to promote mutual learning. 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. キリスト教思想史に関する文献１ 

3. 同講読 

4. 同検討 

5. 同討議 
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6. 同相互報告 

7. 締めくくりの討議 

8. キリスト教思想史に関する文献２ 

9. 同講読 

10. 同検討 

11. 同討議 

12. 同相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

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

予習課題、指示される課題。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子晴勇、2021、『キリスト教思想史の諸時代Ⅲ ヨーロッパ中世の思想家たち』、ヨベル (ISBN:9784909871343) 

2. 金子晴勇、2018、『霊性の証言: ヨーロッパのプネウマ物語』、ぷねうま舎 (ISBN:978-4906791774) 

3. リーゼンフーバー、2020、『クラウス・リーゼンフーバー小著作集Ⅵ』、知泉書館 (ISBN:978-4-86285-327-1) 

4. 金子晴勇、2021、『東西の霊性思想 キリスト教と日本仏教』、ヨベル (ISBN:9784909871534) 

5. 宮本久雄、2020、『光とカタチ』、教友社 (ISBN:978-4907991609) 

テキストの購入は各自の判断による。 

さらなる学びのために参考にしていただきたい。 

ウィルフレッド・キャントウェル・スミス『世界神学をめざして――信仰と宗教学の対話』明石書店、２０２０． 

鈴木大拙『神秘主義』岩波文庫、2020． 

ジョン・ヒック『宗教の哲学』ちくま学芸文庫、2019． 

井筒俊彦『神秘哲学 ギリシアの部』岩波文庫、2019． 

ジャック・デュプイ『キリスト教と諸宗教―対決から対話へ』教友社、2018． 

ベルグソン『道徳と宗教の二源泉』ちくま学芸文庫、2015．（岩波文庫などもある） 

W ジェイムス『宗教的経験の諸相』岩波文庫（上下巻）、1969-. 

 

【2021.7.19 テキスト変更】 

＜削除＞ 

H Myamoto, Contribution of Women to Con-viviality ─In/Ad Spiration to Convivials─, 教友社, 2019, ISBN:9784907991531  

田島照久、阿部善彦 著 『テオーシス―東方・西方教会における人間神化思想の伝統』 教友社 2018 ISBN: 978-4907991401 

＜追加＞ 

金子晴勇 『キリスト教思想史の諸時代Ⅲ ヨーロッパ中世の思想家たち』 ヨベル 2021 ISBN:9784909871343 

金子晴勇 『東西の霊性思想 キリスト教と日本仏教』 ヨベル 2021 ISBN:9784909871534 

 

参考文献（Readings） 

1. Pansters. 2014. The Carthusians in the Low Countries Studies in Monastic History and Heritage. Peeters 

(ISBN:9789042931800) 

2. A M Vannier. 2017. Mystique rhénane et Devotio moderna. Editions Beauchesne (ISBN:9782701022598) 

3. A M Vannier. 2005. Encyclopédie Saint Augustin. La Méditerranée et l'Europe IVe-XXIe siècle. Cerf (ISBN:978-2204073394) 

4. Meister Eckhart. 2019. Meister Eckhart, The German Works: 64 Homilies for the Liturgical Year. 1. De tempore Introduction, 

Translation and Notes. Peeters (ISBN:9789042936089) 

5. Meister Eckhart. 2020. Meister Eckhart, The German Works: 56 Homilies for the Liturgical Year. 2. De sanctis Introduction, 

Translation and Notes. Peeters (ISBN:9789042939325) 

6. van Oort. 2020. Mani and Augustine (Nag Hammadi and Manichaean Studies, 97). Brill (ISBN:9789004416956) 

7. Komline. 2019. Augustine on the Will: A Theological Account. Oxford (ISBN:9780190948801) 

上記参考資料のほか授業で示す 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 A6 と連携した科目である。時間割に定められた日程とは別にディスカッションや研究のための機会を設けることがある。詳

細は授業内で説明する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１７ 

(Seminars A17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘブライ語聖書学・聖書考古学 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 A7 で見つけたヘブライ語聖書学・聖書考古学分野における自らの研究テーマを掘り下げてレポートを完成させる 

 

To complete the report of own research subject in the Hebrew Bible studies or biblical archaeology that was decided in the 

previous semester 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 A7 で見つけたヘブライ語聖書学・聖書考古学分野における自らの研究テーマを掘り下げてレポートを完成させる。 

 

To complete the report of own research subject in the Hebrew Bible studies or biblical archaeology that was decided in the 

previous semester 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏季休業期間中の研究の進捗について報告 

2. ヘブライ語聖書学研究における方法１ 

3. ヘブライ語聖書学研究における方法２ 

4. 聖書考古学研究における方法１ 

5. 聖書考古学研究における方法２ 

6. 研究進捗状況報告１（課題提出 1 回目） 

7. ディスカッション１ 

8. ディスカッション２ 

9. ディスカッション３ 

10. 研究進捗状況報告２（課題提出 2 回目） 

11. ディスカッション４ 

12. ディスカッション５ 

13. ディスカッション６ 

14. 総括（最終レポート提出） 

 

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

学期中に 2 回の課題提出、学期末に最終レポートの提出を課すので、研究テーマについて各自で研究を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１８ 

(Seminars A18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理を考える２ 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

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

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

and its meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

え、また自らの生き方を考究する。 

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業目的や方法の説明 

参加者が自身の問題意識を発表し、共有をはかる。 

2. グループ分け 演習でとりあげるテーマを選定する。 

参加者が自身が取り組みたいテーマを選び、グループを組む。 

3. グループ発表準備１  

グループごとに、発表テーマ・用いる資料・発表形式等の検討を行う。 

4. グループ発表準備２ 

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

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. 中間まとめ 

10. グループ発表５ 

11. グループ発表６ 

12. グループ発表７ 

13. これまでの考察のふりかえり 

14. 全体総括 まとめ 

 

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

参加者は、演習で取り組みたい問題について、事前に学びを進めておくこと。 

また、自身の問いを整理し、明確にしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ａ１ 

(Field Work A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ヘイト、災害などで「居場所」を喪った／奪われた人びとの生から学ぶ 

Learning from the life of “displaced” peoples who have lost their places because of 

hate crimes, disasters, and so on. 

担当者名 

（Instructor） 
金 迅野(KIM SHINYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

履修希望者はシラバスを熟読の上、当該科目の第一回授業日の五日前までに学部事

務一課にメールで連絡すること（ohtakekatsuyo@rikkyo.ac.jp 連絡には必ず立教メール

を使うこと）。 

その際には、件名に「その他登録科目について」と入れること。メール本文には 

１）履修希望科目名、２）氏名、３）学籍番号、４）連絡先（立教メール） 

を明記すること。第 1 回授業時に担当教員の履修許可を得た人は、授業後、同日中に

学部事務一課にメールで受講許可を得たことを連絡すること。 

この連絡にもとづいて履修登録を学部事務一課から行う。 

・隔週開講 

・大学院科目 NH333「フィールドワーク演習２」と併置 

 

授業の目標（Course Objectives） 

川崎（訪問）、横浜・渋谷（訪問）、福島（オンライン講義）などのフィールドで行われているキリスト教会を軸とした実践から学ぶ。

ヘイトクライムや災害、貧困などを通じて「居場所」を奪われた人びとの声を聴き、「生きる」ことの前提がどのように疎外されうる

のかを学ぶばかりでなく、学生自身が自分の歩むべき道について考察する。 

 

Visiting Kawasaki, Yokohama, Tokyo(Shibuya) and Fukushima(through on-line), students will learn from the testimonies of 

Christian practitioners and listen to the “voices” of people who are displaced by hate crimes, natural disasters, and poverty, and 

learn how easily people will be isolated and alienated from their own lives. This will also allow students to seek their own life 

course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドを訪問するに先立ち、地域の成り立ちの歴史に目を注ぎ、わたしたちの「いま」は何によって成り立ってきたのかを理解

する。また、「声」を聴くことの意味、「声」を聴くということのエピステモロジーについても事前に学ぶ。さまざまな「声」に耳を傾け、

事柄を外在的に学ぶのではなく、見聞きしたことの報告を通して、パンデミックの時代を「いかに生きるのか」という問いを抱きしめ

ることにつとめる。フィールド訪問に関しては、学生と実施日を相談しながら決めていく。併せて covid19 の感染状況を鑑みながら

訪問を適宜オンラインに変更する。 

 

Before visiting the fields, we will focus on the history of these communities and inquire about what made the present situation. 

We will also learn the meaning of hearing the voices of others and the epistemology of hearing. By visiting two sites (Kawasaki, 

Yokohama: a day-trip, Fukushima: on-line lecture) and listening to the voices of the fields, you will not simply learn facts, but 

also try to connect yourself to the reality of people’s life asking “How will we live in this reality of the pandemic?” Dates for the 

field trips will be discussed with the students. Field trips might be changed to online due to the COVID-19 situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期のオリエンテーション:『見知らぬわがまち』を読む 

2. 「喪失の経験」／「いまは目に見えないもの」 

3. 学生による発表（自分の「ふるさと」を表現する試み） 

4. 風景の地層を掘る 

5. 活動／運動と「声」あるいは「非−声」 

6. 「共生」という言葉と現実。「ヘイト」の乗り越えはいかに可能か 

7. 前期のふりかえりとまとめ 

8. 後期のオリエンテーション:「問い」をかみしめる 

9. 福島／フクシマについて考える① 

10. 福島／フクシマについて考える②  

11. 学生による発表 

12. 現代の「貧困」について考える 

13. 「いのち」と霊性について考える 

14. 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） 

授業は隔週で行われる。講義日とは別に、複数の「現場」への訪問を学生と相談のうえ実施する。 

紹介する参考資料を盛り込んだレジュメは、前日までに blackboardにアップするので、あらかじめ読み込んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(70%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2019、『わたしもじだいのいちぶです』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-58728-1) 

2. 山形孝夫ほか、2014、『3･11以後この絶望の国で』、ぷねうま舎 (ISBN:978-4-906791-25-5) 

3. 山田清機、2020、『寿町のひとびと』、朝日新聞出版 (ISBN:4023319139) 

以上のもの以外にも、適宜（映像資料等含む）、広く紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／キリスト教学特論 

(Advanced Course on Christian Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国キリスト教会音楽 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

履修希望者はシラバスを熟読の上、当該科目の第一回授業日の五日前までに学部事

務一課にメールで連絡すること（ohtakekatsuyo@rikkyo.ac.jp 連絡には必ず立教メール

を使うこと）。 

その際には、件名に「その他登録科目について」と入れること。メール本文には 

１）履修希望科目名、２）氏名、３）学籍番号、４）連絡先（立教メール） 

を明記すること。第 1 回授業時に担当教員の履修許可を得た人は、授業後、同日中に

学部事務一課にメールで受講許可を得たことを連絡すること。 

この連絡にもとづいて履修登録を学部事務一課から行う。 

・大学院科目 NH348「教会音楽史演習１」と併置 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国キリスト教会音楽を理解すること 

 

The object of this course is to gain an understanding of the history of English sacred music.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業はイギリス（英国）のキリスト教音楽を説明する。イギリスの宗教音楽は聖歌隊の音楽（特に主教座聖堂とチャペル）と会

衆の音楽（教区教会の音楽）に分けられるため、別々に説明される。この授業は講義形式で行い、音源と楽譜を使用するため、

楽譜を読める必要がある。受講生は宗教改革以前のイギリス礼拝音楽から現在の教会音楽事情まで学ぶ。 

 

This class will focus on the sacred music of the English Christian Church.  This music can broadly divided into that written for, 

and sung by choirs (mainly in cathedrals and chapels), and that sung by congregations in local parish churches.  These two 

types of English sacred music will be explained separately.  As musical scores will be examined in class, a knowledge of music 

and how to read it is necessary for anyone wishing to register for the class.  The class will start with the music of pre-

Reformation England and continue up to the music of the 20th century.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 1: ミサの構造 

2. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 2: サルムプレーンソング 

3. 宗教改革以前の礼拝音楽、 その 3: 15～16 世紀の多声ミサ曲 

4. 宗教改革時代の礼拝音楽、 その 1 

5. ウィリアム・バードの宗教曲 

6. 宗教改革時代の礼拝音楽、その 2：韻律の詩編歌 

7. 学生によるプレゼンテーション 

8. 王政復古と礼拝音楽の関係 

9. 18 世紀の礼拝音楽 

10. 19 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

11. 19 世紀の礼拝音楽:教区教会 

12. 20 世紀の礼拝音楽:主教座聖堂とチャペル 

13. 20 世紀の礼拝音楽:教区教会 

14. 学生によるプレゼンテーション 

 

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

出される読書宿題と CD、 などのリスニング 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１(15%)/レポート２(15%)/プレゼンテーション１(25%)/プレゼンテーション２(25%)/リスニングテスト(20%) 

学部生の評価方法は大学院生よりやさしく行われる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stanley Sadie、1993.1-1995.4、『ニューグローヴ世界音楽大事典』、東京 : 講談社 
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参考文献（Readings） 

1. 相良憲昭、2006、『音楽史の中のミサ曲』、音楽之友社 (ISBN:4-276110521) 

2. 金澤正剛、2005、『キリスト教音楽の歴史』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4-8184-0550-7) 

Richard Crocker: An Introduction to Gregorian chant (2000) 

Andrew Gant: O Sing Unto the Lord (2015) 

Nicholas Temperley: The Music of the English Parish Church (Cambridge University Press, 1983) 

Kenneth R. Long: The Music of the English Church (St Martin’s Press, 1972) 

Eric Routeley: Short History of English Church Music (Continuum, 1997)  

宮崎光:『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』 (聖公会出 版、 2009 年) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA216／ヘブライ語講読２ 

(Reading in Hebrew 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

申命記史研究 

Deuteronomistic History Studies 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

列王記の記述を原語で批判的に読みながら、申命記史研究の実際について学ぶ。 

 

To learn the way in which studies on Deuteronomistic History are conducted through critical reading of the Book of Kings in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

列王記上 16 章以降のヘブライ語テキストを、特に編集史・伝承史的観点から批判的に読み進める。授業は受講者の予習に基づ

く発表とそれについての全員による議論とで構成される。ヘブライ語で聖書を読めること、英・独語の注解書や学術書・論文を読

めることが受講のための必要条件である。 

 

We critically read the First Book of Kings (from Chapter 16) in Hebrew from the viewpoints of redaction history and tradition 

history. Class consists of participants' well-prepared presentations on the text and discussions on the presentations. 

Participants are expected to read biblical Hebrew as well as bible commentaries and scholarly works in English and German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 列王記上２２章（４）(First Book of Kings 22[4]) 

2. 列王記上２２章（５）(First Book of Kings 22[5]) 

3. 列王記上２２章（６）(First Book of Kings 22[6]) 

4. 列王記下１章（１）(Second Book of Kings 1[1]) 

5. 列王記下１章（２）(Second Book of Kings 1[2]) 

6. 列王記下２章（１）(Second Book of Kings 2[1]) 

7. 列王記下２章（２）(Second Book of Kings 2[3]) 

8. 列王記下２章（３）(Second Book of Kings 2[3]) 

9. 列王記下３章（１）(second Book of Kings 3[1]) 

10. 列王記下３章（２）(Second Book of Kings 3[2]) 

11. 列王記下３章（３）(Second Book of Kings 3[3]) 

12. 列王記下４章（１）(Second Book of Kings 4[1]) 

13. 列王記下４章（２）(Second Book of Kings 4[2]) 

14. 列王記下４章（３）(Second Book of Kings 4[3]) 

 

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

履修者には辞書・文法書・コンコーダンス、注解書を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられる。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries, grammar books, concordances 

and commentaries. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:9783438052223) 

Biblica Hebraica は毎回持参のこと。 

Participants are expected to bring Biblia Hebraica to  every class. 

 

参考文献（Readings） 

1. T. C. レーマー、2008、『申命記史書―旧約聖書の歴史書の成立』、日本基督教団出版局 (ISBN:4818406708) 

2. E. ヴュルトワイン、2013、『ＡＴＤ旧約聖書註解８ 列王記上』、ＡＴＤ・ＮＴＤ聖書註解刊行会 (ISBN:978-4-901434-07-2) 

3. J. A. Montgomery. 1951. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. T&T Clark (ISBN:0567050068) 
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4. J. Gray. 1971. I and II Kings: A Commentary (2nd Revised ed.). Westminster John Knox (ISBN:0664208983) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 
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■AA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA218／ラテン語講読２    

(Reading in Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Ecclesiae Patres et Matres, Magistri et Magistrae, qui depositum fidei de manu in 

manum ad seram usque posteritatem transferebant. 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 直巳(KUWABARA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

履修希望者はシラバスを熟読の上、当該科目の第一回授業日の五日前までに学部事

務一課にメールで連絡すること（ohtakekatsuyo@rikkyo.ac.jp 連絡には必ず立教メール

を使うこと）。 

その際には、件名に「その他登録科目について」と入れること。メール本文には 

１）履修希望科目名、２）氏名、３）学籍番号、４）連絡先（立教メール） 

を明記すること。第 1 回授業時に担当教員の履修許可を得た人は、授業後、同日中に

学部事務一課にメールで受講許可を得たことを連絡すること。 

この連絡にもとづいて履修登録を学部事務一課から行う。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教史におけるキリスト教思想の伝統について学ぶ。それは単なる教会史、教理史の研究以上の現代的意義を有する学

問実践となるインパクトを本来は備えている。というのも、現在の様々に複雑化した世界状況において、キリスト教が求められて

いる役割は大きい。しかしながら、現在のキリスト教世界もまた、内部において対立、分裂状況を含んでおり、平和と一致に向け

た歩み寄りが大きな課題となっている。そのような時代状況中で、様々な教団教派の歴史と伝統、それぞれの固有性に立脚しつ

つも、もう一度自らのよって立つところの源泉を再確認することは、自己理解及び相互理解を刷新、深化せしめるとともに、そこ

に、照古照今、新たにして、古き、キリスト教の対話的相互理解の基盤を探り当てることを可能とするものである。 

 

We will learn about the tradition of Christian thought in Christian history. It originally had more significance from its academic 

applications with modern sense than simply researching the history of the church and its doctrine, because the role sought for 

Christianity in the current complex world situation is broad. However, in the current Christian world, there are internal rivalries 

and divisions. It is a big challenge to move forward way that works with peace. In a situation of a period like that, by 

reconfirming the origin of where they stand while based on the history and tradition of various religious groups and 

denominations as well as their respective characteristics, it is possible to reform and deepen self-understanding and mutual 

understanding and at the same time, by referring to both the past and present as well as searching and discovering the 

foundation of Christian interactive mutual understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記の授業の目的を達すべく、キリスト教思想家のテキストの神学・哲学的思想内容について理解を深める。内容は受講者の様

子によって変更される場合がある。ラテン語テキストは日本語訳のあるものを取り上げる予定。 

 

We will deepen our understanding of the theological and philosophical thought from the texts of Christian thinkers to achieve 

the above purpose of the course. The content may change depending on the situation of the students. We plan to use Latin 

texts that have Japanese translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト講読１ 

3. 読解 

4. 検討 

5. 討議 

6. 相互報告 

7. 締めくくりの議論 

8. テキスト講読２ 

9. 読解 

10. 検討 

11. 討議 

12. 相互報告 

13. 締めくくりの議論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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予習課題、レジュメ、報告準備など。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ作成と報告の精度(40%)/ディスカッションなどでの積極性(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas Aquinas. Summa Theologiae, tertia pars. Mrietti 

テキストについては授業で指示する。購入は各自の判断による。 

 

参考文献（Readings） 

1. Ｋ・Ｂ・オズボーン、2006、『秘跡神学総論』、新世社 (ISBN:4-88382-077-7) 

2. Ｋ・Ｂ・オズボーン、2010、『キリスト教入信の秘跡』、新世社 (ISBN:978-4-88382-102-0) 

3. トマス・アクィナス、2002、『神学大全・第 41 分冊』、創文社 (ISBN:4-423-39341-7) 

現代神学における恩恵論、秘跡論に対する視点も重視したい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA224／ヘブライ語講読１ 

(Reading in Hebrew 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

申命記史研究 

Deuteronomistic History Studies 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

列王記の記述を原語で批判的に読みながら、申命記史研究の実際について学ぶ。 

 

To learn the way in which studies on Deuteronomistic History are conducted through critical reading of the Book of Kings in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

列王記上 16 章以降のヘブライ語テキストを、特に編集史・伝承史的観点から批判的に読み進める。授業は受講者の予習に基づ

く発表とそれについての全員による議論とで構成される。ヘブライ語で聖書を読めること、英・独語の注解書や学術書・論文を読

めることが受講のための必要条件である。 

 

We critically read the First Book of Kings (from Chapter 16) in Hebrew from the viewpoints of redaction history and tradition 

history. Class consists of participants' well-prepared presentations on the text and discussions on the presentations. 

Participants are expected to read biblical Hebrew as well as bible commentaries and scholarly works in English and German. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 列王記上１９章（１）(First Book of Kings 19[1]) 

2. 列王記上１９章（２）(First Book of Kings 19[2]) 

3. 列王記上１９章（３）(First Book of Kings 19[3]) 

4. 列王記上２０章（１）(First Book of Kings 20[1]) 

5. 列王記上２０章（２）(First Book of Kings 20[2]) 

6. 列王記上２０章（３）(First Book of Kings 20[3]) 

7. 列王記上２０章（４）(First Book of Kings 20[4]) 

8. 列王記上２０章（５）(First Book of Kings 20[5]) 

9. 列王記上２１章（１）(First Book of Kings 21[1]) 

10. 列王記上２１章（２）(First Book of Kings 21[2]) 

11. 列王記上２１章（３）(First Book of Kings 21[3]) 

12. 列王記上２２章（１）(First Book of Kings 22[1]) 

13. 列王記上２２章（２）(First Book of Kings 22[2]) 

14. 列王記上２２章（３）(First Book of Kings 22[3]) 

 

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

履修者には辞書・文法書・コンコーダンス、注解書を用いて次回読むテキストの徹底的な予習をすることが義務づけられる。 

Before every class, participants are required to prepare the text thoroughly using dictionaries, grammar books, concordances 

and commentaries. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bible Society. 1997. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Amer Bible   Society (ISBN:9783438052223) 

Biblica Hebraica は毎回持参のこと。 

Participants are expected to bring Biblia Hebraica to  every class. 

 

参考文献（Readings） 

1. T. C. レーマー、2008、『申命記史書―旧約聖書の歴史書の成立』、日本基督教団出版局 (ISBN:4818406708) 

2. E. ヴュルトワイン、2013、『ＡＴＤ旧約聖書註解８ 列王記上』、ＡＴＤ・ＮＴＤ聖書註解刊行会 (ISBN:978-4-901434-07-2) 

3. J. A. Montgomery. 1951. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. T&T Clark (ISBN:0567050068) 
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4. J. Gray. 1971. I and II Kings: A Commentary (2nd Revised ed.). Westminster John Knox (ISBN:0664208983) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 56 - 

■AA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA225／ギリシア語講読１ 

(Reading in Greek 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典ギリシア語原典抜粋の講読 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

が望ましい）。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

review and master beginner level grammar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 1・文法の復習 1 

3. 原典講読 2・文法の復習 2 

4. 原典講読 3・文法の復習 3 

5. 原典講読 4・文法の復習 4 

6. 原典講読 5・文法の復習 5 

7. 原典講読 6・文法の復習 6 

8. 原典講読 7・文法の復習 7 

9. 原典講読 8・文法の復習 8 

10. 原典講読 9・文法の復習 9 

11. 原典講読 10・文法の復習 10 

12. 原典講読 11・文法の復習 11 

13. 原典講読 12・文法の復習 12 

14. 原典講読 13・まとめ 

 

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

毎回課される課題（講読する文章の分析と和訳、およびギリシア語作文）を授業の前に提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題（複数回）(60%)/授業における発言等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA226／ラテン語講読１ 

(Reading in Latin 1) 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

に応じて文法事項の復習や補足を行う。 

 

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

者の習熟度や希望に応じて選択する。 

 

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

 

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

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

grammatical matters. 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト購読（1） 

3. テキスト購読（2） 

4. テキスト購読（3） 

5. テキスト購読（4） 

6. テキスト購読（5） 

7. テキスト購読（6） 

8. テキスト購読（7） 

9. テキスト購読（8） 

10. テキスト購読（9） 

11. テキスト購読（10） 

12. テキスト購読（11） 

13. テキスト購読（12） 

14. テキスト購読（13） 

 

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

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

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

くことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（複数回）(50%)/授業参加状況、参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布する。 

 

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

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA351／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 1 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

教成立の背景について理解を深める。 

 

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

understanding of the situation behind Christianity’s establishment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. 律法 1（The Torah 1） 

3. 律法 2（The Torah 2） 

4. 律法 3（The Torah 3） 

5. 律法 4（The Torah 4） 

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

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

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

9. 預言者 1（Prophecy 1） 

10. 預言者 2（Prophecy 2） 

11. 預言者 3（Prophecy 3） 

12. 諸書 1（The Writings 1） 

13. 諸書 2（The Writings 2） 

14. 諸書 3（The Writings 3）・総括 

 

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

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

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

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回実施する小テスト(100%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』、日本聖書協会 

聖書は毎回持参すること。聖書の訳は問わない。 

 

参考文献（Readings） 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA352／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書 2 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『聖書』の第二部『新約聖書』の冒頭には、合計４冊の「福音書」が収録されており、それらはキリストと信じられたナザレのイエス

についての宗教的な物語である。それぞれの福音書には特徴があり、その背後には口伝ないし書伝による伝承がある。それらの

伝承と福音書記者による編集を分析しつつ、イエスの史的な姿と、それを解釈することで生成しつつあるキリスト教信仰との関係

について学ぶ。 

 

 The four gospels stand at the beginning of the New Testament, the second part of the Bible. They are religious stories about 

Jesus of Nazareth who is believed to be Chriist. Each gospel has specific features, and behind it there were oral or written 

traditions. By analyzing the traditions and redactional works of the gospel writers according to some topics, the students will 

learn the historical figure of Jesus and its interpretative relation to the Christian faith in the making. 

 

授業の内容（Course Contents） 

導入に続いて、およそ以下のトピックをとりあげる。イエスの史的な実在、「福音」の概念、イエスの誕生、彼のカリスマ、「神の王

国」の概念、イエスの奇跡、譬え、倫理、共同の食事と最後の晩餐、イエスの死と復活、初期キリスト教におけるイエスの死の解

釈。 

 

After some introductory remarks we discuss about the topics like the historical existence of Jesus, the concept of "gospel," 

the birth of Jesus, his charisma, the concept of "Kingdom of God," his miracles, parables, ethics, the practice of his common 

meals and the last supper, his death and resurrection and the early Christian interpretations of his death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 「宗教」とは何か？ 

2. 『聖書』とは何か？ 

3. 「イエス」は実在の人物か？ 

4. 「福音」と「福音書」の間 

5. イエスの誕生 

6. イエスのカリスマ 

7. イエスの「神の王国」 

8. イエスの奇跡 

9. イエスの譬え 

10. 「神の王国」の倫理 

11. イエスの「交わりの食卓」と最後の晩餐 

12. イエスの「死」 

13. イエスの復活 

14. イエスの「救いをもたらす死」 

 

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

『聖書』の該当箇所を予め読んでくる。（2021.8.26 変更） 

【変更前】『聖書』および教科書の該当箇所を予め読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席態度(40%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書 協会共同訳』、日本聖書協会 

『聖書』は旧約聖書と新約聖書がワンセットになっているものであれば、『聖書 新共同訳』や『新改訳 2017』など他の翻訳でもか

まわない。 
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（2021.8.26 変更）テキスト 2 件を参考文献に移動。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣石望、2019、『新約聖書のイエス 福音書を読む（上）』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-911004-2) 

2. 廣石望、2019、『新約聖書のイエス 福音書を読む（下）』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-911005-9) 

講義の中で、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業用のレジュメを配信する（2021.8.26 追記） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA353／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 1 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは「近代化」した社会に生きている。その「近代」社会を支えている世界観や価値観は、西欧のキリスト教に深く根ざしなが

ら、同時にそれを批判的に革新することで生まれてきたものと見ることができる。こうした見方に立って、この講義では近代西欧の

思想史を大きなスケールでふり返ってみたい。それを通じて、現代世界でのキリスト教のあり方を考えるための基礎知識を身につ

けさせるのがこの授業での目的である。 

 

We live in a "modernized" society. The worldview and values that support the "modern" society can be seen as being deeply 

rooted in Western Christianity and at the same time born out of its critical innovation. From this perspective, I would like to look 

back on the history of thought in modern Western Europe on a large scale in this lecture. Through this, the purpose of this class 

is to acquire the basic knowledge for thinking about the ideal way of Christianity in the conteporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、近代西欧の世界観を作り上げた重要な思想家たちがキリスト教をどう見たかを紹介していく。それによって、伝統

的なキリスト教の何が批判され、何が、どのように受け継がれてきたかを明らかにしていきたい。扱う予定の思想家の名前と、関

連するキーワードを以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

In this lecture, we will introduce how the important thinkers who created the world view of modern Western Europe saw 

Christianity. By doing so, I would like to clarify what has been criticized and what has been inherited in traditional Christianity. 

The names of the thinkers to be dealt with and related keywords are shown in the Course Schedule section below, but they 

may change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：近代以前／近代／近代以後 

2. 近代的キリスト教の基点（１）：マルチン・ルター－－権威と自由 

3. 近代的キリスト教の基点（２）：イグナチウス・ロヨラ－－ 内面と行動 

4. 近代科学とキリスト教（１）：デカルト－－神と理性と科学  

5. 近代科学とキリスト教（２）：ベイコン－－自然探求と神探求 

6. 科学の真理と信仰の真理：パスカル 

7. 近代国家とキリスト教（１）：ロック－－政教分離の理想と限界  

8. 近代国家とキリスト教（２）：ルソー－－市民宗教と愛国心 

9. 道徳と宗教：カント 

10. キリスト教批判（１）：ヘーゲルとマルクス－－歴史の進歩と経済格差 

11. キリスト教批判（２）：ニーチェとフロイト－－ルサンチマンと無意識の欲望 

12. キリスト教の応答（１）：信仰への回帰 

13. キリスト教の応答（２）：宗教複数主義とスピリチュアリティ 

14. キリスト教の応答（３）：「宗教」からの脱出 

 

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

配布資料を参考に、授業で解説した諸問題を自分で考えてほしい。紹介した思想家たちの本をじっさいに読んでみることが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

知識の量よりも自分で考える姿勢を重視したい。 

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 
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参考文献（Readings） 

授業のなかで紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA354／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史 2 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 孝也(SUTO TAKAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.各神学者、思想家のキリスト教理解についてその特徴を説明することができる。2.近現代のキリスト教思想史の概略を説明する

ことができる。3.キリスト教に関連する現代の諸問題のいくつかについて説明することができる。 

 

Students will： 

-Acquire the ability to understand the characteristics of understandings of Christianity by each theologian and thinker.  

-Acquire the ability to explain the outline of the history of Christian thoughts in the modern era. 

-Improve their ability to explain some modern problems concerning Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

転換などの基本的な流れを確認する。 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントドダクション 

2. ルター 

3. カルヴァン 

4. 近世哲学とキリスト教（1） 

5. 近世哲学とキリスト教（2） 

6. 敬虔主義 

7. 中間テスト 

8. 啓蒙思想 

9. ヘーゲル 

10. キルケゴール（1） 

11. キルケゴール（2） 

12. シモーヌ・ヴェイユ 

13. 世俗化とポスト世俗化 

14. 補足と総括 

 

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

授業中に挙げる文献のうちから必ず 1 冊は読んで最終レポートに備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(40%)/平常点(20%) 

最後に、授業で学んだことと、文献を調べてわかったこととを組み合わせて、小論文を提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤節、1979、『近代政治哲学と宗教』、東京大学出版会 (ISBN:4130360302) 

2. シモーヌ・ヴェイユ、2017、『重力と恩寵』、岩波書店 (ISBN:4003369041) 

3. ピーター・L・バーガー、2018、『聖なる天蓋』、筑摩書房 (ISBN:4480099034) 

4. ヘーゲル、2002、『宗教哲学講義』、創文社 (ISBN:4423171341) 

5. フスト・ゴンザレス、2020、『キリスト教史（下）宗教改革から現代まで』、新教出版社 (ISBN:4400221105) 
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各自が購入する必要はありません。これ以外にも適宜、授業中に示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学習効果を最大化するために、受講者数、授業形式によって、柔軟に修正します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA356／キリスト教学講義 ２ 

(Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学 2 

担当者名 

（Instructor） 
岩嵜 大悟(IWASAKI DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、履修者が、以下のような、ヘブライ語聖書（旧約聖書）とヘブライ語聖書学の基礎的な知識を修得することで

す。  

1. ヘブライ語聖書の構成について説明することができる。 

2. ヘブライ語聖書各書の内容と神学思想について説明することができる。 

3. ヘブライ語聖書研究の方法とその成果について、説明することができる。 

4. キリスト教正典としての位置づけ、特に新約聖書の関連について説明することができる。  

 

 The Objectives of this course is to aｃquire a basic knowledge concerning the Hebrew Bible (Old Testament), as follows, 

1. The structure of the Hebrew Bible. 

2. The content and theological thought of each book in the Hebrew Bible. 

3. The place of the Hebrew Bible as Christian canon, especially its relation to the New Testament.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヘブライ語聖書各部や各書の内容や構成、成立や思想など現在のヘブライ語聖書学で議論されている各点について説明してい

きます。 

 

This course content is to explain an academic discussion such as content, composition, formation and thought of each part 

and/or each book of the Hebrew Bible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに ヘブライ語聖書とは何か  

新約聖書との関係 

2. ヘブライ語聖書の時代と周辺世界 

3. 五書（四書、六書）の成立と構成１ 

4. 五書（四書、六書）の成立と構成２ 

5. 申命記と申命記史書（前の預言者）１ 

6. 申命記と申命記史書（前の預言者）２ 

7. 預言者と預言書 

後の預言者 1 イザヤ書 

8. 後の預言者 2 エレミヤ書、エゼキエル書 

9. 後の預言者 3 十二小預言書 

10. 諸書１ 詩編 

11. 諸書２ 知恵文学 

12. 諸書３ メギロート（ルツ記、コヘレト書、雅歌、哀歌、エステル記） 

13. 諸書４ 黙示文学 

歴代誌的歴史（歴代誌、エズラ記、ネヘミヤ記） 

14. 現代において聖書をどう読むのか 

 

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

授業前に指定された聖書箇所について読むこと。 

授業後は授業内容について、ノートをまとめ、分からないことは Blackboard などを通じて質問すること。 

必要・関心に応じて、参考文献などを読み、知識を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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聖書を手元において受講すること。信頼できる聖書翻訳（協会共同訳、新共同訳、口語訳、新改訳第三版、新改訳 2017、岩波訳

など）であれば訳は問いません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4818401935) 

2. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の世界と時代』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4818407917) 

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

4. W. H. シュミット、1994、『旧約聖書入門 上』、教文館 (ISBN:4764271451) 

5. W. H. シュミット、2003、『旧約聖書入門 下』、教文館 (ISBN:476427146X) 

6. K. シュミート、2013、『旧約聖書文学史入門』、教文館 (ISBN:4764273713) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA357／キリスト教学講義 ３ 

(Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新約聖書の思想をテーマ毎に各文書横断的に理解する。 

 

The purpose of this class is to gain understanding of the whole of the New Testament according to the various topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書２７文書に含まれる思想は多様であるが、それらを全体的にテーマ毎に探ることによって、新約聖書の全体像を理解す

る。また現代思想と新約聖書の思想を比較する。授業への主体的参加が求められる。 

 

Thoughts of the 27 New Testament documents are various and inconsistent. This course aims to understand the New 

Testament as a whole by looking into these 27 documents in the light of certain themes. The course also compares our 

contemporary way of thinking with that of the New Testament. Students are required to have an active attitude in the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方のガイダンス、新約聖書概論 

2. 新約聖書におけるピスティス（信仰、真実）とは何か 

3. 新約聖書における律法理解１ ガラテヤ書の場合 

4. 新約聖書における律法理解２ ローマ書の場合 

5. 新約聖書における「罪」とは何か１ 前提となる旧約聖書における「罪」 

6. 新約聖書における「罪」とは何か２ 「原罪」と具体的な「罪」 

7. 新約聖書における倫理１ 共同体の倫理 

8. 新約聖書における倫理２ 家族内の人間関係 

9. 新約聖書における「死」理解 

10. 新約聖書における「最後の審判」理解 

11. グループワーク 

12. 現代思想と新約聖書の思想１ 

13. 現代思想と新約聖書の思想２ 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて授業内で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意し、授業時に持参すること。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フェルディナント・ハーン、2013、『新約聖書神学Ⅱ上』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408784) 

2. フェルディナント・ハーン、2019、『新約聖書神学Ⅱ下』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408791) 

その他参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA360／キリスト教学講義 ６ 

(Lectures on Christian Studies 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史 2 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、キリスト教は「神秘(mystery)」を核心に据えた宗教であるという観点から、キリスト教思想の性格や特徴を考察す

る。近世初期以来、キリスト教がもつ理性を超えた側面が「神秘主義(mysticism)」とよばれて新たに評価されるようになった。この

近代神秘主義の諸相を紹介していきたい。キリスト教神秘主義についての歴史的知識を与えるとともに、その今日的意義を考察

するための題材を提供することがこの授業の目的である。 

 

In this class, we will consider the characteristics of Christian thought from the viewpoint that Christianity is a religion with 

"mystery" at its core. Since the early modern period, the aspect of Christianity that transcends rational understanding has 

been newly evaluated as "mysticism". The purpose of this course is to introduce various forms of this modern mysticism, and 

to provide material for considering its significance today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、古代に確立したキリスト教の基本教義のなかで「神秘」がもつ意義について解説する。それを踏まえて、近世以降のキ

リスト教思想のなかで、この「神秘」がどのような新たな神秘思想を生んでいったかを紹介していきたい。扱う題材やキーワード、

思想家の名前を以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

First, I will explain the significance of "mystery" in the fundamental Christian doctrine established in ancient times. Then, I 

introduce varieties of mystical thought and movement this "mystery" has created since the early modern period. The topics, 

keywords, and names of thinkers to be dealt with are shown in the Course Schedule section below, but they may change 

depending on the attendance status. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「神秘主義」という言葉 

2. 神秘主義の原型：古代密儀宗教 

3. キリスト教の根本秘義：神の子の受肉 

4. 古代キリスト教における神秘の場所：「祈り」「聖書」「秘蹟」 

5. 中世後期の神秘主義：エックハルトと「魂の根底」 

6. 近世初期の神秘主義：アビラのテレサの「脱魂」 

7. 近世神秘主義の終焉：異端審問と啓蒙主義 

8. 「神秘の東洋」：ショーペンハウアー、瞑想、ZEN 

9. 神秘体験の誘惑：ウィリアム・ジェイムズ、ドラッグ、脳 

10. 無意識の深淵：ユングとラカン 

11. 秘められた知：近代魔術、オカルティズム、秘密結社 

12. 陶酔と暴力：バタイユとジラール 

13. 神の不在の神秘：シモーヌ・ヴェイユとマザー･テレサ 

14. 現代神秘思想の可能性 

 

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

配布資料を参考に、興味をもった諸問題を自分で考えてほしい。紹介した思想家たちの本をじっさいに読んでみることが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 73 - 

■AA362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA362／キリスト教学講義 ８ 

(Lectures on Christian Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代社会の国家と宗教の関係について講義を行う。かつては「世俗化」が論じられ、宗教は重要性を失うと見込まれた。だが近

年の「宗教復興」現象はその予想を覆し、宗教は未だ「問題」として残り続けている。近代国家の制度は、異なる宗教を持つ人々

がいかに共存することができるかという難問に対峙しつつ発展した。この授業ではとくに、その中で育まれた「寛容」「信教の自

由」「政教分離」といった概念や法制度について、歴史的展開や現在直面する課題を論じる。 

 

 受講生はこれらの知識を身につけ、現代社会に生きる一市民として、多様な他者との共存について考察することを目指す。 

 

     In this class, we will study the relationship between the state and religion in modern society. In the past, secularization 

was discussed seriously and religion was expected to lose its importance. However, the recent phenomenon of religious revivals 

has overturned this expectation and religion continues to be a "problem." The institutions of the modern state have developed 

while confronting the difficult question of how people with different religions can coexist. We will pay special attention to the 

historical development and current challenges of such concepts and legal systems as "tolerance," "freedom of religion," and 

"separation of church and state," which were nurtured in the process. 

 

     The goal is for students to acquire this knowledge and to consider coexistence with diverse others as citizens living in 

modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義ではまず、西欧キリスト教社会の宗教的分裂と近代国家成立のかかわりを論じ、事例として政教分離国家として特徴的な

アメリカとフランス、政教分離ではない形で共存を図る諸国家、そして日本をとりあげる。講義後半ではテーマ別講義として、カル

ト問題、良心的兵役拒否、現代の宗教復興現象について論じる。 

 

     First, we will discuss the relationship between religious divides and the development of modern states in Western 

Christendom. As examples, we will look at the United States and France, which are known for the separation of church and 

state, as well as other states that are trying to hold religiously diverse population without the separation. We will also discuss 

the case of Japan. In the second half of the lecture, we will discuss cults, conscientious objection to military service, and the 

phenomenon of modern religious revival. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――世界と日本の宗教状況 

2. 近代以前の国家と宗教――西欧カトリック世界の成立とその分裂 

3. アメリカ合衆国の信教の自由①――植民地期から独立まで 

4. アメリカ合衆国の信教の自由②――19 世紀における宗教的他者との出会い 

5. アメリカ合衆国の信教の自由③――20 世紀の厳格分離と 21 世紀の変化 

6. フランス型政教分離（ライシテ） 

7. 国教体制、公認宗教体制 

8. 西欧社会におけるユダヤ教徒 

9. 戦前日本の政教関係 

10. 戦後日本の政教関係 

11. カルト問題を考える 

12. 良心的兵役拒否をめぐる議論 

13. 近代国家と宗教復興 

14. まとめ 

 

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

事前に配布する講義資料に目を通しておくこと。授業後は復習を行うこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の出席とレスポンス(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大西直樹、千葉眞編、2006、『歴史のなかの政教分離：英米における その起源と展開』、彩流社 (ISBN:9784779111518) 

2. ルネ・レモン、2010、『政教分離を問いなおす：EU とムスリムのはざまで』、青土社 (ISBN:9784791765362) 

3. マーサ・ヌスバウム、2011、『良心の自由：アメリカの宗教的平等の伝統』、慶應大学出版会 (ISBN:9784766418149) 

4. 島薗進、磯前順一編、2014、『宗教と公共空間：見直される宗教の役割』、東京大学出版会 (ISBN:9784130104104) 

5. 堀江宗正編、2019、『宗教と社会の戦後史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130104128) 

6. 伊達聖伸編、2020、『ヨーロッパの世俗と宗教―近世から現代まで』、勁草書房 (ISBN:9784326102860) 

その他授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形態で行うが、毎回レスポンスの提出を求めるので積極的に受講してほしい。 

資料の配布には Blackboardを活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA364／キリスト教学講義 １０ 

(Lectures on Christian Studies 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想 2 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志（TORII MASASHI ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

察していく。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

／〈われわれ〉）の問題の考察も行っていく。 

なお、毎回の授業後にコメント（意見や質問など）を提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られれ

ば、個人が特定されないようにした上で共有したいと思っている。授業は提出してもらったコメントの紹介や、コメント同士の議論、

疑問への応答、コメントへの応答などをしつつ進めていくため、積極的な参加を望む。 

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

 

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

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

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

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

that they raised. 

You will submit your opinions and questions in a reaction paper, which will also serve as confirmation of attendance, and submit 

it when the class ends. Some of them may be shared in the class in an anonymous form, provided that the submitter agrees to 

this. It is desirable that you participate actively, as a class will involve sharing submitted comments, discussions between 

students with different views, answering questions and comments. 

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

suggested. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「キリスト教」とわれわれ 1 

3. 「キリスト教」とわれわれ 2 

4. 「キリスト教」とわれわれ 3 

5. 日本の神学思想 1 

6. 日本の神学思想 2 

7. 「無／場の神学」1 

8. 「無／場の神学」2 

9. 「場／無の神学」3 

10. 「場／無の神学」4 

11. 「場／無の神学」5 

12. 「場／無の神学」の展開の可能性 1 

13. 「場／無の神学」の展開の可能性 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業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%)/毎回の課題コメント(40%)/授業への参加協力度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

なお、遠藤周作の作品を読んでおいていただくと理解がしやすくなります。 

また、宗教多元論の主唱者として有名な（この呼び方は実は誤解を招くものですが）ジョン・ヒックによる著作『宗教と理性をめぐる

対話—信仰と疑いのはざまにて』間瀬啓允訳（教文館、2021 年 5月刊行予定）なども読んでおいていただくと参考になると思いま

す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA365／キリスト教学講義 １１ 

(Lectures on Christian Studies 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教倫理学 1 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

の社会の在り方と自身の生き方を尋ねる。 

 

Among various issues relating to bioethics, this course will especially focus on issues surrounding reproductive technology. We 

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

ways of life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「生殖医療」の実状や「生殖技術」の実態を学び、その根柢にある人間理解を検討する。この作業を通して、わたしたちの社会の

内や自身の中にある「いのち」や「人間」についての価値観を掘り起こして問い直し、あるべき社会の姿とその社会形成への参与

を模索する。講義を中心に進めるが、個人の意見発表やグループに分かれての討論、全体討議も行う予定。また、学期末レポー

トの他に、複数回の小レポート提出を課す。映像資料(ビデオ・動画等)を用いるので、スムースに視聴できるネット環境(通信量・

回線速度)が必要。 

 

We will learn the reality of reproductive medicine and reproductive technology, and consider the understanding of people that 

underlies such ideas and policies. Through this process, we will uncover and reconsider values about life and people that exist 

inside our society and ourselves, and seek for an ideal state of society and ways to participate in forming such a society. This 

course will proceed mainly not only in lecture-style, but also with individual presentations, group debates, and all-class 

discussions, as appropriate. You will submit several small reports too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 問いの共有 

3. 人工授精をめぐって 1 

4. 人工授精をめぐって 2  

5. 体外受精をめぐって 1 

6. 体外受精をめぐって 2 

7. 中間まとめ 

8. 代理出産 

9. 代理母 

10. デザイナーベイビー 

11. 出生前診断 1 

12. 出生前診断 2 

13. 出生前診断 3 

14. 総括 

 

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

各回ごとに、授業内でとりあげた事柄について振り返り、自身の問いや見解をまとめておくこと。次の授業時に意見発表を求める

ことがある。 

配布する資料や参考文献をしっかりと読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート・出席(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2/3 以上の出席がない場合には成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料をオンラインで配布する予定。 
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参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像資料(ビデオ・動画等、1 資料につき 60 分程度)を多く用いるので、視聴がスムースに行えるネット環境(通信量・回線速度等)

が必要。 

グループに分かれての討議や全体での討論を行う予定。主体的な参加と積極的な発言を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA367／キリスト教学講義 １３ 

(Lectures on Christian Studies 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教社会学 

担当者名 

（Instructor） 
長下部 穣(OSAKABE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教社会学の視点を通して、現代におけるキリスト教の社会的役割と課題について批判的に考察することができる。 

 

To be able to critically examine the social role and limitations of contemporary Christianity through perspectives of sociology of 

religion.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、近年、欧米を中心に広がりを見せる「修復的正義（Restorative Justice)」運動を事例に、宗教社会学の理論や手

法、キリスト教学的な意義について学ぶ。「修復的正義」とは、被害者と加害者の当事者同士の対話を通して加害者の処遇を決

めるという、犯罪司法プログラムである。このプログラムの発展の背景には、和解や赦し、平和の概念を尊んだキリスト教グルー

プの貢献があった。彼らの主張とは何か、その主張の社会的背景は何か、キリスト教発の公的プログラムの可能性とは何か、そ

して、世俗化の進む現代において、キリスト教信仰者が直面する課題とは何か。宗教社会学の視点を通して、現代におけるキリ

スト教の社会的役割と課題について批判的に考察する。 

 

This course provides an opportunity for learning theories, methodology and the Christian significance of sociology of religion, 

through the case of Restorative Justice movement, which has become popular especially in the West. Restorative Justice is 

one of criminal justice programmes. Its programme aims to bring both the offender and victim to the same table to discuss how 

the offender can make amends to their victim. Christian groups, who respect the principles of reconciliation, forgiveness and 

peace, made a contribution for developing the programme. What are their claims? What is their sociological background? What 

are the potentials for Christian based public programme? What is the issue when Christians face in the contemporary, 

securalised society? From perspectives of sociology of religion, we will examine the social role and limitations of contemporary 

Christianity.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 宗教社会学とは何か 

3. 宗教社会学者と神学者の間の闘争：真理を握るのは誰か 

4. 修復的正義運動とは何か 

5. 修復的正義プログラムを学ぼう 

6. ハワード・ゼアの修復的正義思想：キリスト教コミュニティから公共圏へ 

7. 英国国教会における犯罪司法を巡る議論と修復的正義の受容 

8. 憐れみと悔い改め：修復的正義のキリスト教的理由 

9. 妥協の正当化：キリスト教への言及の保留 

10. 「我々だけのモノではない」？キリスト教的アプローチの優位性の表現を巡る対立 

11. レンズを変える：他者性と再帰性 

12. グループ発表① 

13. グループ発表② 

14. まとめ 

 

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

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%)/出席およびコメントカードの提出(10%)/授業参加(20%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストはないが、課題文献については授業内に提示する。 
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参考文献（Readings） 

授業内に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA369／キリスト教学講義 １５ 

(Lectures on Christian Studies 15) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

AE323「キリスト教と教育１」と同一科目。重複履修不可。 

教育学科の学生は AE323「キリスト教と教育 1」を登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is a key point for social mechanisms and their changes. The more students deepen their 

understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By shining light 

on the Christianity as well as other religious issues related to education, students will consider the place and role of Christianity 

and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで，キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。日本の属するアジアにおける宗教教

育の問題にも可能な限り言及したいと考えているが，とりわけ今年度は，日本におけるミッション・スクールとキリスト教学校のあ

り方についての議論に重点をおく予定である。 

 

Students will choose a religious topic mainly related to Christianity from the various issues surrounding education. Japan is a 

part of Asia, and religious education issues in Asia will be referred to as much as possible. Especially in this academic year, the 

class is expected to emphasize discussing mission schools and Christian schools in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. ミッションスクール論の概観と問題の所在 

3. 日本における位置・役割の考察１ 

4. 日本における位置・役割の考察２ 

5. 日本における位置・役割の考察３ 

6. 私学としてのキリスト教学校と政教分離 

7. 日本のキリスト教学校：現状分析１ 

8. 日本のキリスト教学校：現状分析２ 

9. 日本のキリスト教学校：現状分析３ 

10. 日本のキリスト教学校：事例 

11. 日本のキリスト教学校：仮説的分類 

12. 日本のキリスト教学校：提言 

13. アジアのキリスト教教育 

14. 総括 

 

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

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また出席者のなかでのキリス

ト教学校の経験の有無、経験された教育内容等について講義時間内にたずねることがある（ただしプライバシーを尊重し、応える
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か否かは各人に決めてもらう）  

 

注意事項（Notice） 
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■AA371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA371／キリスト教学講義 １７ 

(Lectures on Christian Studies 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアのキリスト教 1 

担当者名 

（Instructor） 
朱 海燕(ZHU HAIYAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国におけるキリスト教の布教の歴史を学ぶことを通して、中国キリスト教を理解し、その認識を深めるとともに、文化交流と衝突

の角度から中国とキリスト教問題を考える視座を養う。 

 

 If students have learned a history of Christian missions in China, then they should be able to deepen understanding of 

relationship between Christianity and Chinese society and cultivate a perspective on cultural exchanges and conflicts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東西文化の交流と衝突の角度から、唐代から現代にいたるまでの中国におけるキリスト教の歴史的軌跡をたどり、現在中国が抱

えているキリスト教問題について考える。 

 

This course encourages students to learn history of Christianity in China from the Tang dynasty to the present day from the 

perspective of cultural intercourse as well as cultural conflict between China and West and helps them to consider 

contemporary issues in Christianity in China. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国人の宗教観 

2. 唐元時代のネストリオス・キリスト教 

3. 明代末期カトリック・キリスト教の到来 

4. 清代初期カトリック・キリスト教の発展 

5. 典礼問題 

6. 道光帝以後カトリック・キリスト教の復興 

7. プロテスタント・キリスト教の伝道と初期の布教活動 

8. 清朝末期の社会改革とキリスト教 

9. 義和団 

10. 中国教会の自立 

11. 日中戦争と内戦中のキリスト教会 

12. 戦時中の日本と中国の教会 

13. 中華人民共和国におけるキリスト教 

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） 

毎回の授業前に、指定された資料や参考書を読んでおくこと。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業参加度(コメントペーパーの提出を含む)(60%) 

３分の１以上を欠席した場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 山本澄子、2006、『中国キリスト教史研究』（増補改訂版）、山川出版社 (ISBN:9784634673700) 

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

4. ハンス・キュング, ジュリア・チン共著、2005、『中国宗教とキリスト教の対話』、刀水書房 (ISBN:9784887083073) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA373／キリスト教学講義 １９ 

(Lectures on Christian Studies 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教 1 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）アジアの宗教についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）社会と宗教におけるジェンダー役割の関係性につい

て探求すること、（3）フェミニスト神学の展開に対する女性たちの貢献に対する気づきを得ることを目標とする。  

 

This course aims: (1) to develop knowledge and understanding of religious traditions in Asia; (2) to explore the relationship 

between gender roles in societies and religions; and (3) to develop awareness of the particular contribution of women to the 

development of feminist theology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの女性たち（Asian women）は世界人口の 4 分の 1 を占めるという事実にもかかわらず、彼女たちの声、神学的考察、貢献

についての等閑視は、世界レベルで広く行き渡り、維持されてきたが、それはアジア地域のレベルにおいても同様である。本講義

では、宗教がジェンダーやセクシュアリティについての理解や想定（思い込み）に影響を与えてきたかに注目しながら、アジアの主

要な宗教（キリスト教、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教）と女性たちのかかわりについて検討する。 

 

Despite Asian women comprising more than a quarter of the world’s population, ignorance about Asian women, their voices, 

theological reflections, and contributions is widespread and persistent at a global level, but the same is true at regional level in 

Asia. This course examines the intersection among the major religions in Asia (Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, and 

Confucianism) and women, considering the ways in which religion informs understandings and assumptions about gender and 

human sexuality.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：アジア宣教会議 2017で何が語られたのか 

2. アジアにおけるフェミニスト神学運動：キリスト教と諸宗教 

3. アジアにおけるフェミニスト神学運動：1970 年代からの動きとポストコロニアル視点 

4. アジアにおけるフェミニスト神学運動：1980 年代からのネットワーク形成 

5. アジアにおけるフェミニスト神学運動：沈黙させられてきた女性たち 

6. フェミニスト聖書解釈：抑圧の道具か、解放の源泉か、日本のフェミニスト聖書学者たち 

7. フェミニスト聖書解釈：「父なる神」の問題 

8. フェミニスト聖書解釈：「人間」はどのように造れられたのか 

9. ポジティブ・マスキュリニティ：男性性とは何か（概説） 

10. ポジティブ・マスキュリニティ：男性たちを解放する聖書解釈（アジアの事例） 

11. ポジティブ・マスキュリニティ：贖罪的男性性に向けて（アジアの事例） 

12. イスラームと女性たち：女性たちをどのように捉えているのか（概説） 

13. イスラームと女性たち：女性たちは何を語っているのか（アジアの事例） 

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口里子、2008、『虹は私たちの間に－性と生の正義に向けて－』、新教出版社 (ISBN:978-4400427063) 

2. 堀江有里、2006、『「レズビアン」という生き方－キリスト教の異性愛主義を問う－』、新教出版社 (ISBN:978-4400427049) 
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3. Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. 2005. Introduction to Asian Feminist Theologies. AWRC 

(ISBN:983-40384-2-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「キリスト教学講義 20（アジアの宗教 2）」を履修済みの場合、このクラスを登録する必要はない。 

連絡先：fujiwara.sawako@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AA375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA375／キリスト教学講義 ２１ 

(Lectures on Christian Studies 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と美術 1 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦（ONO MATSUHIKO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単純に古典主義と反古典主義と割り切ることもできないこの二つの造

形概念の本質を理解すること。 

 

Renaissance and Gothic art are the fundamental concept of European art and culture. We will understand the essence of these 

two artistic forms that cannot be simply divided into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は、15・16 世紀のイタリア＝ルネサンスに始まる。それ以前の中世芸術は、ルネサンス人によって「ゴシッ

ク（ゲルマン民族の一派「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシック

は、広義には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方（アルプス以北）の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸

術にあらざる中世ヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサンス

と北方ヨーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・絵画）

の展開を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察する。 

 

The modern era of European art started with the Italian Renaissance art in the 15th-16th centuries, and the Renaissance 

people derogatorily called the previous art as Gothic (the adjective form of the term Goths, one of Germanic tribes). In a narrow 

sense, the term “Gothic” refers to the 13th to 15th century European art, while in a broad sense, it was interpreted as 

barbarian, opposed to classical forms, as northern (trans-alpine) culture, differed from Mediterranean, and as of European 

medieval art that can not be classical antiquity (of Greece and Rome). What kind of artistic concepts are the Renaissance, 

which means the rebirth of the Antiquity, and Gothic, which originated in northern Europe, and what kinds of artistic forms are 

there? Tracing the development of art history (architecture, sculptures, paintings), we will consider the beauty of two artistic 

styles, action and reaction, and synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ゴシック vs ルネサンス 

2. ゴシック大聖堂の誕生 

3. ゴシック建築 1 

4. ゴシック建築 2 

5. ゴシック彫刻１：彫像の再生 

6. ゴシック彫刻２：自然主義と理想主義 

7. ゴシック絵画 

8. 国際ゴシック 

9. 1400 年頃と 1420 年頃：ルネサンスの開始 

10. フィレンツェとネーデルラント 

11. 初期ルネサンス 

12. 盛期ルネサンス 

13. アルブレヒト･デューラーの芸術 

14. 総括 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進めます。受講者にはノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解してほし

いと思います。美術は宗教的主題であれ、世俗的主題であれ、第一に造形物ですから、はじめに目で感覚され、次いで脳に記憶

され、最後に心で解釈されるものです。何よりも作品に好奇心を抱くことが大事ですから、授業では感覚を働かせてください。そし

て現在はインターネット上で、高精細の画像を閲覧することが可能です。授業外ではネット上で気になった作品を見たり、関心に

応じて参考図書などにあたってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 

 - 88 - 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクション(30%)/中間課題(30%) 

授業中に私語をかわすこと、居眠り、スマホ、パソコンの利用を禁止します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西 洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西 洋編 12）』、小学館 

5. 勝國興編、1994、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

6. R. Toman (ed.). 2007. Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting. h.f.ullmann 

7. R. Toman (ed.). 2015. The Art of the Italian Renaissance Art. h.f.ullmann 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA377／キリスト教学講義 ２３ 

(Lectures on Christian Studies 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽 1 

担当者名 

（Instructor） 
國友 淑弘(KUNITOMO YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ系アメリカ人音楽、 特に宗教音楽としての黒人霊歌、ゴスペル音楽を理解すること  

 

This course aims for students to understand African-American music, especially Black Spirituals and Gospel Music as religious 

music.  

 

授業の内容（Course Contents） 

録音、ビデオを通して、奴隷制度、差別制度と共に発展したアフリカ系アメリカ人の宗教音楽を学ぶ。  

 

Learning African-American religious music that has evolved with slavery and discrimination through recordings and videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ系アメリカ人の社会的立場と音楽の紹介 

Introduction to African American Social Position and Music  

2. アフリカにおける音楽ルーツ 

Music Roots in Africa 

3. 西インド諸島からアメリカに至る音楽の紹介 

Introduction to Music from the West Indies to the United States  

4. 19 世紀末まで：黒人霊歌 (1) : 奴隷歌、労働歌 

Until the End of the 19th century: Black Spirituals (1)  Slave Songs, Work Songs 

5. 19 世紀末まで：黒人霊歌 （2）: フィスク・ジュビリー・シンガーズ  

Until the End of the 19th century: Black Spirituals (2) Fisk Jubilee Singers 

6. 20 世紀初期のゴスペル音楽ルーツと発展 

Gospel Music Roots and Development in the early 20th Century  

7. 公民権運動と音楽 

Civil Rights Movement and Music 

8. 1950-1960 年代：モダンゴスペルとソウルミュージックの台頭 

1950-1960's: The rise of Modern Gospel and Soul Music 

9. 1970-1980 年代：後期モダンゴスペルとゴスペル音楽の基本演奏法 

1970-1980's: Late Modern Gospel and Basic Performances of Gospel Music 

10. ゴスペル・カルテット・スタイルの歴史 

History of Gospel Quartet Style 

11. 1990-2000 年代：アーバンゴスペルとヒップホップの台頭 

1990-2000's: The Rise of Urban Gospel and Hip-Hop 

12. 2010 年以降：ゴスペル音楽の現在 

After 2010: Gospel Music Today 

13. 映画の中のゴスペル音楽 

Gospel Music in the movies 

14. 日本のゴスペル音楽 

Gospel Music in Japan 

 

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

授業時間外の復習は、主にオンラインリソース（YouTube 等）と録音を使ってゴスペル音楽の演奏を鑑賞すること。 必要に応じて

プリントを配布する。 

This will mainly cover watching Gospel Music performances using online resources (such as YouTube) and recordings. Distribute 

handouts as needed.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および受講態度(Attendance and Attitude)(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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■AA379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA379／キリスト教学講義 ２５ 

(Lectures on Christian Studies 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史 1 

担当者名 

（Instructor） 
天野 知香(AMANO CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術を、歴史的実証的な検討を踏まえて、批判的に問い直す視点を養うことを目指します。 

 

The aim of the course is to help students to cultivate the critical views about arts on the basis of historical  investigation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀前半のフランスを中心に、時代を追って変化する美術をめぐる諸問題を、社会と「芸術」の関係や制度の変化を考慮に入

れながら、装飾、ジェンダー、「他者」といった視点から検討します。毎回スライドを使って具体的な事例や作品を提示しながら、講

義をすすめます。20 世紀の新たな動向やその文脈から両大戦間に至るいくつかの事例や芸術家の活動を通して、それぞれの問

題を取り上げます。 

 

This course deals with the problems of the french modern art in the 20th century, from the view points of gender, the 

decorative and "the Other," considering the relation between art and society, and the roles of institutions for the visual 

arts.This course will be given using slides of the works by artists.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 歴史画からモダン・アートへ 

2. 20 世紀の諸問題 １ 

3. 20 世紀の諸問題 ２ 

4. 20 世紀の諸問題 ３ 

5. アンリ・マティスとフォーヴの誕生 １ 

6. アンリ・マティスとフォーヴの誕生 ２ 

7. キュビスムへ １ 

8. キュビスムへ ２ 

9. キュビスムへ ３ 

10. コンスタンティン・ブランクーシと 20 世紀彫刻の問題 

11. 第一次大戦とその後の美術  

12. 第一次大戦後の美術 １ 

13. 第一次大戦後の美術 ２ 

14. 補足とまとめ 

 

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

授業内容の理解を深め、自身の関心に基づいて作品や文献に触れ、美術に対する問題意識を養う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

３分の２以上出席をしていない場合は単位取得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは特に使用しない 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学生の質問は歓迎します。積極的な姿勢で受講してください。なお授業の進み具合はその時に応じて多少変化します。 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 92 - 

■AA381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA381／キリスト教学講義 ２７ 

(Lectures on Christian Studies 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽学 1 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

して、オルガンのために作曲された曲目と作曲者を紹介する。 

 

The purpose of this course is to gain an understanding of the 2000-year history of the pipe organ. The design, construction, and 

structure of the instrument itself as well as its history and music will be examined. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いる楽器の役割を確認する。 

 

This course will be conducted primarily with lectures, class discussions, and visits to organs. Attendance at organ concerts and 

church or chapel services allows students to understand the role of the pipe organ today.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オルガンの紹介 

2. オルガン歴史 1：古代ギリシャ〜ローマ時代 

3. 中世〜ルネサンス時代 

4. 立教学院のオルガン 

5. バロック時代のオルガン：ドイツ 

6. バロック時代のオルガン：フランス、イタリア、スペイン 

7. イギリスのオルガン 

8. 見学：池袋キャンパスチャペルのオルガン 

9. ロマン派時代のオルガン（主にドイツとフランス） 

10. 礼拝出席（池袋キャンパスチャペルの日曜日、又は平日の音楽付き礼拝） 

11. 世俗オルガン音楽 

12. パイプ以外のオルガン：リードオルガン、電子オルガン 

13. レポート 4 アドバイジグ 

14. 講義、オルガンと現代日本キリスト教との関係 

 

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

大学礼拝とオルガンリサイタル（Ⅰ回ずつ）の出席、テキストのリーディング、リスニング（YouTube) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ショートレポート（3 回, 各 20％）(60%)/ファイナルレポート(40%) 

ショートレポート：1 回の授業に対して 500 字程度。 ファイナルレポート(40％)：2000 字以上、オルガンについてのアカデミックレポ

ート。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井直美、他、2019、『オルガンの芸術』、道和書院 (ISBN:978-4-8105-3002-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 椎名雄一郎、2015、『パイプオルガン入門』、春秋社 (978-4-393-931198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA388 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA388／キリスト教学講義 ３４ 

(Lectures on Christian Studies 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝 2 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の「礼拝」と「音楽」について、歴史的発展経緯を学び、現代における意義や課題を考察する。 

 

We will learn the historical background of Christian liturgy and music and consider their significance and issues in contemporary 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教の礼拝と、その主要な構成要素である「礼拝音楽」「聖歌」を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を踏

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

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

 

The lecture will mainly cover Christian liturgy and liturgical music and hymns, the major components of Christian liturgy, based 

on the practices of the Anglican Church in Japan, or the Nippon Sei Ko Kai, and Rikkyo Educational Corporation. Videos and 

music will be used actively in the class. As learning liturgy requires service experience, you will be asked to attend service in 

Rikkyo Chapel or other churches (at least once during the lecture period). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教徒礼拝と音楽（基礎と原理） 

2. 文化とキリスト教（インカルチュレーションと回心と経験） 

3. 「時」を刻む経験とその表現（教会暦とその音楽） 

4. １６世紀英国聖公会の聖務日課改革（朝夕の礼拝） 

5. 日本聖公会および立教学院における礼拝音楽の取り組み 

6. ミサ（聖餐式）のきのうときょう（歴史的変化） 

7. 礼拝の実践（チャペルでの授業） 

8. 聖歌と聖歌集の発展史（１）古代～中世（グレゴリオ聖歌、他） 

9. 聖歌と聖歌集の発展史（２）宗教改革～１９世紀英国（The English Hymns） 

10. 聖歌と聖歌集の発展史（３）２０世紀～現代（ヒム・エクスプロージョンとその後） 

11. 世界各地の教会音楽（アイオナ共同体とジョン・L・ベル、他） 

12. 日本聖公会の祈祷書と聖歌集 

13. 日本の教会音楽と『日本聖公会 聖歌集』 

14. 今、これからの課題－危機における賛美・歌えない時に（講義のまとめ） 

 

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

チャペルや教会における礼拝への出席。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮﨑光、2008、『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』、聖公会出版 (ISBN:ISBN978-4-88274-192-3) 

テキストの入手方法については初回授業で案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本聖公会、1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 

2. 日本聖公会、2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA390 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３６ 

(Lectures on Christian Studies 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と現代社会 2 

担当者名 

（Instructor） 
平良 愛香(TAIRA AIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
定員 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「あたりまえ」について，特にキリスト教の影響も少なくない性倫理の視点から考え直す。 

 

We will reconsider the “ordinary,” especially from the viewpoint of sexual ethics, which has been significantly influenced by 

Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日，性というものが人間の大切な要素の一つであることが見直され，また多様化していく中，様々な性のあり方について，新し

いキリスト教の視点からどうそれを肯定していけるのか。キリスト教の真随を学びつつ，そこから生まれる新たな性倫理の可能性

を共に探る。 

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

社会的に，宗教的に，個人的に認められない性。それらがなぜ認められなくなったかを歴史や社会通念を通して学ぶと同時に，

果たしてそれが正しいのかを考える作業を行う。 

＜扱う可能性のある事項＞ 

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

婚外交渉，近親姦，小児愛，買売春，ＳＭ,など。性に対して多くの枠を規定してきたキリスト教の根拠をも検証しながら，各自の納

得の中で性倫理を築き上げていく。 

 

Today, as sexual values are being reconsidered as an important element of humanity and are diversifying, how can we 

acknowledge such diverse sexual values from a new viewpoint of Christianity? Learning the essence of Christianity, we will 

explore the possibility of new sexual ethics that arise therefrom. 

The lecture will be centered on your questions and comments. We plan to invite a guest speaker. 

There are sexual values that are not accepted socially, religiously, or personally. We will learn why such values were not 

accepted through history and social norms and consider whether it is right not to accept those values on such grounds. 

<Matters that may be covered> 

Homosexuality; bisexuality; asexuality; transgender and gender dysphoria; disorders of sex development (DSD); HIV and AIDS; 

marriage, divorce, unmarriedness, and anti-marriage; extramarital relationships; incest; pedophilia; prostitution; SM; and others. 

Verifying the grounds on which Christianity has imposed many limitations on sexual values, each of you will form sexual ethics 

that you agree with. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 性を表す３つの視点「セックス」「ジェンダー」「セクシュアリティ」 

2. 性の多様性１「性的指向」 

3. 性の多様性２「性自認」ほか 

4. 性の多様性３、ゲストスピーカー 

5. キリスト教と LGBT１ 

6. キリスト教と LGBT２ 

7. 「性暴力」とキリスト教 

8. 結婚と性 

9. 模擬結婚式 

10. 既婚、未婚、非婚、反婚、ゲストスピーカー 

11. 性産業を考える 

12. ディスカッション 

13. HIV/エイズと性、ゲストスピーカー 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(34%)/普段のリアクションペーパー(33%)/「まとめ」のリアクションペーパー(33%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書 

 

参考文献（Readings） 

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

406611-3) 

2. 松本俊彦ほか、2016、『中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド』、日本評論社 (ISBN:ISBN978-4-535-90440-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プライバシーを重んじます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA391／キリスト教学講義 ３７ 

(Lectures on Christian Studies 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
川口 葉子(KAWAGUCHI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本におけるキリスト教の歴史的展開を国家・社会との関わりにおいて理解し、キリスト教が日本において果たした役割を考察し

ます。 

 

The aim of this course is to help students understand the historical development of Christianity in Japan considering the 

relationship influence of the nation and society, and examine the role Christianity played in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本に伝来したキリスト教の、受容から近世、近代を経て戦後に至るまでの過程をたどります。特に、キリスト教に対する宗教政

策のもと、社会的存在としてのキリスト教が思想・文化などの多様な関わりのなかで広がりをもち、展開してきたことを学びます。 

 

This course explains the history of Christianity in Japan from its acceptance to situation in the postwar era. Moreover, students 

are expected to learn the process of Christianity in Japan which has developed as a social existence having the interaction with 

different thoughts and cultures under the religious policy on Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本キリスト教史概説 

2. キリシタンの時代 

3. キリシタンの教育・事業・文化 

4. キリシタン禁制と潜伏 

5. 開国と宣教師の来日 

6. 近代国家の成立とキリスト教 

7. 労働運動、社会主義運動 

8. 日本の朝鮮統治と植民地伝道 

9. アジア・太平洋戦争下のキリスト教 

10. キリスト教弾圧 

11. 敗戦と戦争責任の問題 

12. 戦後のキリスト教 

13. 日本キリスト教史のなかの沖縄・アイヌ 

14. 総括 

 

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

予習・復習を行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木範久、2017、『日本キリスト教史 : 年表で読む』、教文館 (ISBN:9784764274198) 

2. 浅見雅一、2016、『概説キリシタン史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766423297) 

他は授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA393／キリスト教学入門講義 ５ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教と文化１ 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

高橋 英海(TAKAHASHI HIDEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では、宗教と文化の諸領域に関する諸問題を取り上げる。 

また宗教と文化の多様的で歴史的な展開と、そこに見いだされる共生の知恵についても検討する。 

 

This course covers issues relating to religion and culture. 

It will also examine their diverse historical development and the wisdom of conviviality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教と文化の今日的問題性はさまざまである。授業担当者はその専門性にもとづいて特定のテーマを設定して授業を行う。受講

者は講義を通じて各自の問題理解を深めるとともに、宗教と文化について多様で歴史的な視野を広げることがもとめられる。さら

に宗教と文化においていかなる共生の知恵がはぐくまれてきたのかについても、授業担当者、受講者の間で総合的に討議する。 

 

２１年度については、東方キリスト教（中東およびそれ以東のキリスト教会の歴史と文化）またユダヤ説話文学（ヘブライ語聖書、

タルムード、中世文学も視野に含める）を取り上げる予定。 

 

The lectures will focus on specific themes of religion and culture. 

Participants will develop their own understanding of issues through the lectures. 

They will also broaden their perspectives on the historical developments of religion and culture. 

The wisdom of conviviality in religion and culture will be also discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題提起１ 

2. 討議１ 

3. 討議２ 

4. 問題提起２ 

5. 討議１ 

6. 討議２ 

7. 総括 1 

8. 問題提起３ 

9. 討議１ 

10. 討議２ 

11. 問題提起４ 

12. 討議１ 

13. 討議 2 

14. 総括 2 

 

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

予習復習については授業内および Blackboard、そのほかオンラインシステムなどで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の精度を含む）(100%) 

授業内活動、レポート、授業内で指示された予習課題と復習課題の精度が重要である。いずれも授業担当者の指示をふまえて

積極的に行うことが求められるので、受講希望者は留意すること。なお授業マナーについて注意された受講者は授業に関する活

動を 0 点とする。課題やそのほかの指示が e-mail、Blackboard、そのほかオンラインシステムを通じて指示されることがあるが、

それを必ず確認すること。確認しないことによる不利益は受講者の責任となる。課題の提出に際しては Master of Writing を参照

のこと。 オンラインシステムを使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認するこ

と。 当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 東方キリスト教学会、1988－、『エイコーン』、教友社、新世社 (ISSN:09154507) 

2. Wilfred Cantwell Smith. 1997. Modern Culture from a Comparative Perspective. State University of New York Press 

(ISBN:978-0791433942) 

3. W C スミス、葛西実訳、1971、『宗教の真理』、理想社 (ISSN:BN13042687) 

4. Wilfred Cantwell Smith. 1993. What Is Scripture?: A Comparative Approach. Fortress (ISBN:978-0800627829) 

5. Wilfred Cantwell Smith. 1976. Religious Diversity. Harper (ISBN:978-0060674649) 

テキストの購入は各自の判断による。授業内で用いる資料は担当者が適宜示すものを用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三代川寛子編、2017、『東方キリスト教諸教会――研究案内と基礎データ』、明石書店 (ISBN:978-4750345079) 

2. Oliver Nicholson. 2018. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford (ISBN:978-0198662778) 

3. 2014. The Encyclopaedia of Islam, Third Edition. Brill (ISBN:9789004269613 ) 

4. Hidemi Takahashi. 2013. BARHEBRAEUS: A BIO-BIBLIOGRAPHY. Gorgias Press (ISBN:978-1593331481) 

5. J. Josephus Overbeck. 2007. S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi edesseni, Balaei, aliorumque opera selecta. Selected Works 
of St. Ephrem the Syrian, Rabbula, Bishop of Edessa, and Balai. Latin Material Translated by Hidemi Takahashi (translation of 
Latin material into English). Gorigias Press (ISBN:978-1593335175) 

6. ハルバータル、2015、『書物の民―ユダヤ教における正典・意味・権威』、教文館 (ISBN:978-4764267190) 

7. ロラン・バルト、1979、『物語の構造分析』、みすず (ISBN:462200481X) 

そのほか必要な資料は授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の活動また進め方については各担当者の指示に従うこと。 

授業内でディスカッションを行うことがあるので積極的に参加する必要がある。 

授業内容は受講者の状況やそのほか実施時の諸状況に応じて変更される可能性がある。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

オンラインシステムを使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

２１年度については、オンライン授業形式で行う。双方向とオンデマンド式の併用をもって、ライブ参加のむつかしい受講者への配

慮とする。双方向とオンデマンド式の組み合わせかたについては授業担当者が受講者の学習状況を考慮しつつ適宜判断する予

定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

教成立の背景について理解を深める。 

 

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

understanding of the situation behind Christianity’s establishment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. 律法 1（The Torah 1） 

3. 律法 2（The Torah 2） 

4. 律法 3（The Torah 3） 

5. 律法 4（The Torah 4） 

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

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

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

9. 預言者 1（Prophecy 1） 

10. 預言者 2（Prophecy 2） 

11. 預言者 3（Prophecy 3） 

12. 諸書 1（The Writings 1） 

13. 諸書 2（The Writings 2） 

14. 諸書 3（The Writings 3）・総括 

 

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

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

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

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回実施する小テスト(100%) 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』、日本聖書協会 

聖書は毎回持参すること。聖書の訳は問わない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『聖書』の第二部『新約聖書』の冒頭には、合計４冊の「福音書」が収録されており、それらはキリストと信じられたナザレのイエス

についての宗教的な物語である。それぞれの福音書には特徴があり、その背後には口伝ないし書伝による伝承がある。それらの

伝承と福音書記者による編集を分析しつつ、イエスの史的な姿と、それを解釈することで生成しつつあるキリスト教信仰との関係

について学ぶ。 

 

 The four gospels stand at the beginning of the New Testament, the second part of the Bible. They are religious stories about 

Jesus of Nazareth who is believed to be Chriist. Each gospel has specific features, and behind it there were oral or written 

traditions. By analyzing the traditions and redactional works of the gospel writers according to some topics, the students will 

learn the historical figure of Jesus and its interpretative relation to the Christian faith in the making. 

 

授業の内容（Course Contents） 

導入に続いて、およそ以下のトピックをとりあげる。イエスの史的な実在、「福音」の概念、イエスの誕生、彼のカリスマ、「神の王

国」の概念、イエスの奇跡、譬え、倫理、共同の食事と最後の晩餐、イエスの死と復活、初期キリスト教におけるイエスの死の解

釈。 

 

After some introductory remarks we discuss about the topics like the historical existence of Jesus, the concept of "gospel," 

the birth of Jesus, his charisma, the concept of "Kingdom of God," his miracles, parables, ethics, the practice of his common 

meals and the last supper, his death and resurrection and the early Christian interpretations of his death. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 「宗教」とは何か？ 

2. 『聖書』とは何か？ 

3. 「イエス」は実在の人物か？ 

4. 「福音」と「福音書」の間 

5. イエスの誕生 

6. イエスのカリスマ 

7. イエスの「神の王国」 

8. イエスの奇跡 

9. イエスの譬え 

10. 「神の王国」の倫理 

11. イエスの「交わりの食卓」と最後の晩餐 

12. イエスの「死」 

13. イエスの復活 

14. イエスの「救いをもたらす死」 

 

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

『聖書』の該当箇所を予め読んでくる。（2021.8.26 変更） 

【変更前】『聖書』および教科書の該当箇所を予め読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席態度(40%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書 協会共同訳』、日本聖書協会 

『聖書』は旧約聖書と新約聖書がワンセットになっているものであれば、『聖書 新共同訳』や『新改訳 2017』など他の翻訳でもか

まわない。 

 

（2021.8.26 変更）テキスト 2 件を参考文献に移動。 
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参考文献（Readings） 

1. 廣石望、2019、『新約聖書のイエス 福音書を読む（上）』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-911004-2) 

2. 廣石望、2019、『新約聖書のイエス 福音書を読む（下）』、NHK出版 (ISBN:978-4-14-911005-9) 

講義の中で、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業用のレジュメを配信する（2021.8.26 追記） 

 

注意事項（Notice） 
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■AA453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちは「近代化」した社会に生きている。その「近代」社会を支えている世界観や価値観は、西欧のキリスト教に深く根ざしなが

ら、同時にそれを批判的に革新することで生まれてきたものと見ることができる。こうした見方に立って、この講義では近代西欧の

思想史を大きなスケールでふり返ってみたい。それを通じて、現代世界でのキリスト教のあり方を考えるための基礎知識を身につ

けさせるのがこの授業での目的である。 

 

We live in a "modernized" society. The worldview and values that support the "modern" society can be seen as being deeply 

rooted in Western Christianity and at the same time born out of its critical innovation. From this perspective, I would like to look 

back on the history of thought in modern Western Europe on a large scale in this lecture. Through this, the purpose of this class 

is to acquire the basic knowledge for thinking about the ideal way of Christianity in the conteporary world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、近代西欧の世界観を作り上げた重要な思想家たちがキリスト教をどう見たかを紹介していく。それによって、伝統

的なキリスト教の何が批判され、何が、どのように受け継がれてきたかを明らかにしていきたい。扱う予定の思想家の名前と、関

連するキーワードを以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

In this lecture, we will introduce how the important thinkers who created the world view of modern Western Europe saw 

Christianity. By doing so, I would like to clarify what has been criticized and what has been inherited in traditional Christianity. 

The names of the thinkers to be dealt with and related keywords are shown in the Course Schedule section below, but they 

may change depending on the attendance situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：近代以前／近代／近代以後 

2. 近代的キリスト教の基点（１）：マルチン・ルター－－権威と自由 

3. 近代的キリスト教の基点（２）：イグナチウス・ロヨラ－－ 内面と行動 

4. 近代科学とキリスト教（１）：デカルト－－神と理性と科学  

5. 近代科学とキリスト教（２）：ベイコン－－自然探求と神探求 

6. 科学の真理と信仰の真理：パスカル 

7. 近代国家とキリスト教（１）：ロック－－政教分離の理想と限界  

8. 近代国家とキリスト教（２）：ルソー－－市民宗教と愛国心 

9. 道徳と宗教：カント 

10. キリスト教批判（１）：ヘーゲルとマルクス－－歴史の進歩と経済格差 

11. キリスト教批判（２）：ニーチェとフロイト－－ルサンチマンと無意識の欲望 

12. キリスト教の応答（１）：信仰への回帰 

13. キリスト教の応答（２）：宗教複数主義とスピリチュアリティ 

14. キリスト教の応答（３）：「宗教」からの脱出 

 

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

配布資料を参考に、授業で解説した諸問題を自分で考えてほしい。紹介した思想家たちの本をじっさいに読んでみることが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

知識の量よりも自分で考える姿勢を重視したい。 

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 孝也(SUTO TAKAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1.各神学者、思想家のキリスト教理解についてその特徴を説明することができる。2.近現代のキリスト教思想史の概略を説明する

ことができる。3.キリスト教に関連する現代の諸問題のいくつかについて説明することができる。 

 

Students will： 

-Acquire the ability to understand the characteristics of understandings of Christianity by each theologian and thinker.  

-Acquire the ability to explain the outline of the history of Christian thoughts in the modern era. 

-Improve their ability to explain some modern problems concerning Christianity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

転換などの基本的な流れを確認する。 

 

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントドダクション 

2. ルター 

3. カルヴァン 

4. 近世哲学とキリスト教（1） 

5. 近世哲学とキリスト教（2） 

6. 敬虔主義 

7. 中間テスト 

8. 啓蒙思想 

9. ヘーゲル 

10. キルケゴール（1） 

11. キルケゴール（2） 

12. シモーヌ・ヴェイユ 

13. 世俗化とポスト世俗化 

14. 補足と総括 

 

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

授業中に挙げる文献のうちから必ず 1 冊は読んで最終レポートに備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(40%)/平常点(20%) 

最後に、授業で学んだことと、文献を調べてわかったこととを組み合わせて、小論文を提出してもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加藤節、1979、『近代政治哲学と宗教』、東京大学出版会 (ISBN:4130360302) 

2. シモーヌ・ヴェイユ、2017、『重力と恩寵』、岩波書店 (ISBN:4003369041) 

3. ピーター・L・バーガー、2018、『聖なる天蓋』、筑摩書房 (ISBN:4480099034) 

4. ヘーゲル、2002、『宗教哲学講義』、創文社 (ISBN:4423171341) 

5. フスト・ゴンザレス、2020、『キリスト教史（下）宗教改革から現代まで』、新教出版社 (ISBN:4400221105) 

各自が購入する必要はありません。これ以外にも適宜、授業中に示します。 

 



 

 - 108 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学習効果を最大化するために、受講者数、授業形式によって、柔軟に修正します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２ 

(Lectures on Christian Studies 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岩嵜 大悟(IWASAKI DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、履修者が、以下のような、ヘブライ語聖書（旧約聖書）とヘブライ語聖書学の基礎的な知識を修得することで

す。  

1. ヘブライ語聖書の構成について説明することができる。 

2. ヘブライ語聖書各書の内容と神学思想について説明することができる。 

3. ヘブライ語聖書研究の方法とその成果について、説明することができる。 

4. キリスト教正典としての位置づけ、特に新約聖書の関連について説明することができる。  

 

 The Objectives of this course is to aｃquire a basic knowledge concerning the Hebrew Bible (Old Testament), as follows, 

1. The structure of the Hebrew Bible. 

2. The content and theological thought of each book in the Hebrew Bible. 

3. The place of the Hebrew Bible as Christian canon, especially its relation to the New Testament.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヘブライ語聖書各部や各書の内容や構成、成立や思想など現在のヘブライ語聖書学で議論されている各点について説明してい

きます。 

 

This course content is to explain an academic discussion such as content, composition, formation and thought of each part 

and/or each book of the Hebrew Bible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに ヘブライ語聖書とは何か  

新約聖書との関係 

2. ヘブライ語聖書の時代と周辺世界 

3. 五書（四書、六書）の成立と構成１ 

4. 五書（四書、六書）の成立と構成２ 

5. 申命記と申命記史書（前の預言者）１ 

6. 申命記と申命記史書（前の預言者）２ 

7. 預言者と預言書 

後の預言者 1 イザヤ書 

8. 後の預言者 2 エレミヤ書、エゼキエル書 

9. 後の預言者 3 十二小預言書 

10. 諸書１ 詩編 

11. 諸書２ 知恵文学 

12. 諸書３ メギロート（ルツ記、コヘレト書、雅歌、哀歌、エステル記） 

13. 諸書４ 黙示文学 

歴代誌的歴史（歴代誌、エズラ記、ネヘミヤ記） 

14. 現代において聖書をどう読むのか 

 

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

授業前に指定された聖書箇所について読むこと。 

授業後は授業内容について、ノートをまとめ、分からないことは Blackboard などを通じて質問すること。 

必要・関心に応じて、参考文献などを読み、知識を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

聖書を手元において受講すること。信頼できる聖書翻訳（協会共同訳、新共同訳、口語訳、新改訳第三版、新改訳 2017、岩波訳

など）であれば訳は問いません。 
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参考文献（Readings） 

1. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の世界』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4818401935) 

2. 長谷川修一、2011、『ヴィジュアル BOOK 旧約聖書の世界と時代』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:4818407917) 

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

4. W. H. シュミット、1994、『旧約聖書入門 上』、教文館 (ISBN:4764271451) 

5. W. H. シュミット、2003、『旧約聖書入門 下』、教文館 (ISBN:476427146X) 

6. K. シュミート、2013、『旧約聖書文学史入門』、教文館 (ISBN:4764273713) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３ 

(Lectures on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新約聖書の思想をテーマ毎に各文書横断的に理解する。 

 

The purpose of this class is to gain understanding of the whole of the New Testament according to the various topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

新約聖書２７文書に含まれる思想は多様であるが、それらを全体的にテーマ毎に探ることによって、新約聖書の全体像を理解す

る。また現代思想と新約聖書の思想を比較する。授業への主体的参加が求められる。 

 

Thoughts of the 27 New Testament documents are various and inconsistent. This course aims to understand the New 

Testament as a whole by looking into these 27 documents in the light of certain themes. The course also compares our 

contemporary way of thinking with that of the New Testament. Students are required to have an active attitude in the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方のガイダンス、新約聖書概論 

2. 新約聖書におけるピスティス（信仰、真実）とは何か 

3. 新約聖書における律法理解１ ガラテヤ書の場合 

4. 新約聖書における律法理解２ ローマ書の場合 

5. 新約聖書における「罪」とは何か１ 前提となる旧約聖書における「罪」 

6. 新約聖書における「罪」とは何か２ 「原罪」と具体的な「罪」 

7. 新約聖書における倫理１ 共同体の倫理 

8. 新約聖書における倫理２ 家族内の人間関係 

9. 新約聖書における「死」理解 

10. 新約聖書における「最後の審判」理解 

11. グループワーク 

12. 現代思想と新約聖書の思想１ 

13. 現代思想と新約聖書の思想２ 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて授業内で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

新約聖書を各自用意し、授業時に持参すること。詳細は初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. フェルディナント・ハーン、2013、『新約聖書神学Ⅱ上』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408784) 

2. フェルディナント・ハーン、2019、『新約聖書神学Ⅱ下』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:9784818408791) 

その他参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA460 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ６ 

(Lectures on Christian Studies 6) 

担当者名 

（Instructor） 
鶴岡 賀雄(TSURUOKA YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、キリスト教は「神秘(mystery)」を核心に据えた宗教であるという観点から、キリスト教思想の性格や特徴を考察す

る。近世初期以来、キリスト教がもつ理性を超えた側面が「神秘主義(mysticism)」とよばれて新たに評価されるようになった。この

近代神秘主義の諸相を紹介していきたい。キリスト教神秘主義についての歴史的知識を与えるとともに、その今日的意義を考察

するための題材を提供することがこの授業の目的である。 

 

In this class, we will consider the characteristics of Christian thought from the viewpoint that Christianity is a religion with 

"mystery" at its core. Since the early modern period, the aspect of Christianity that transcends rational understanding has 

been newly evaluated as "mysticism". The purpose of this course is to introduce various forms of this modern mysticism, and 

to provide material for considering its significance today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに、古代に確立したキリスト教の基本教義のなかで「神秘」がもつ意義について解説する。それを踏まえて、近世以降のキ

リスト教思想のなかで、この「神秘」がどのような新たな神秘思想を生んでいったかを紹介していきたい。扱う題材やキーワード、

思想家の名前を以下の授業計画欄に示すが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

First, I will explain the significance of "mystery" in the fundamental Christian doctrine established in ancient times. Then, I 

introduce varieties of mystical thought and movement this "mystery" has created since the early modern period. The topics, 

keywords, and names of thinkers to be dealt with are shown in the Course Schedule section below, but they may change 

depending on the attendance status. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「神秘主義」という言葉 

2. 神秘主義の原型：古代密儀宗教 

3. キリスト教の根本秘義：神の子の受肉 

4. 古代キリスト教における神秘の場所：「祈り」「聖書」「秘蹟」 

5. 中世後期の神秘主義：エックハルトと「魂の根底」 

6. 近世初期の神秘主義：アビラのテレサの「脱魂」 

7. 近世神秘主義の終焉：異端審問と啓蒙主義 

8. 「神秘の東洋」：ショーペンハウアー、瞑想、ZEN 

9. 神秘体験の誘惑：ウィリアム・ジェイムズ、ドラッグ、脳 

10. 無意識の深淵：ユングとラカン 

11. 秘められた知：近代魔術、オカルティズム、秘密結社 

12. 陶酔と暴力：バタイユとジラール 

13. 神の不在の神秘：シモーヌ・ヴェイユとマザー･テレサ 

14. 現代神秘思想の可能性 

 

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

配布資料を参考に、興味をもった諸問題を自分で考えてほしい。紹介した思想家たちの本をじっさいに読んでみることが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する予定。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ８ 

(Lectures on Christian Studies 8) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代社会の国家と宗教の関係について講義を行う。かつては「世俗化」が論じられ、宗教は重要性を失うと見込まれた。だが近

年の「宗教復興」現象はその予想を覆し、宗教は未だ「問題」として残り続けている。近代国家の制度は、異なる宗教を持つ人々

がいかに共存することができるかという難問に対峙しつつ発展した。この授業ではとくに、その中で育まれた「寛容」「信教の自

由」「政教分離」といった概念や法制度について、歴史的展開や現在直面する課題を論じる。 

 

 受講生はこれらの知識を身につけ、現代社会に生きる一市民として、多様な他者との共存について考察することを目指す。 

 

     In this class, we will study the relationship between the state and religion in modern society. In the past, secularization 

was discussed seriously and religion was expected to lose its importance. However, the recent phenomenon of religious revivals 

has overturned this expectation and religion continues to be a "problem." The institutions of the modern state have developed 

while confronting the difficult question of how people with different religions can coexist. We will pay special attention to the 

historical development and current challenges of such concepts and legal systems as "tolerance," "freedom of religion," and 

"separation of church and state," which were nurtured in the process. 

 

     The goal is for students to acquire this knowledge and to consider coexistence with diverse others as citizens living in 

modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 講義ではまず、西欧キリスト教社会の宗教的分裂と近代国家成立のかかわりを論じ、事例として政教分離国家として特徴的な

アメリカとフランス、政教分離ではない形で共存を図る諸国家、そして日本をとりあげる。講義後半ではテーマ別講義として、カル

ト問題、良心的兵役拒否、現代の宗教復興現象について論じる。 

 

     First, we will discuss the relationship between religious divides and the development of modern states in Western 

Christendom. As examples, we will look at the United States and France, which are known for the separation of church and 

state, as well as other states that are trying to hold religiously diverse population without the separation. We will also discuss 

the case of Japan. In the second half of the lecture, we will discuss cults, conscientious objection to military service, and the 

phenomenon of modern religious revival. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――世界と日本の宗教状況 

2. 近代以前の国家と宗教――西欧カトリック世界の成立とその分裂 

3. アメリカ合衆国の信教の自由①――植民地期から独立まで 

4. アメリカ合衆国の信教の自由②――19 世紀における宗教的他者との出会い 

5. アメリカ合衆国の信教の自由③――20 世紀の厳格分離と 21 世紀の変化 

6. フランス型政教分離（ライシテ） 

7. 国教体制、公認宗教体制 

8. 西欧社会におけるユダヤ教徒 

9. 戦前日本の政教関係 

10. 戦後日本の政教関係 

11. カルト問題を考える 

12. 良心的兵役拒否をめぐる議論 

13. 近代国家と宗教復興 

14. まとめ 

 

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

事前に配布する講義資料に目を通しておくこと。授業後は復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の出席とレスポンス(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大西直樹、千葉眞編、2006、『歴史のなかの政教分離：英米における その起源と展開』、彩流社 (ISBN:9784779111518) 

2. ルネ・レモン、2010、『政教分離を問いなおす：EU とムスリムのはざまで』、青土社 (ISBN:9784791765362) 

3. マーサ・ヌスバウム、2011、『良心の自由：アメリカの宗教的平等の伝統』、慶應大学出版会 (ISBN:9784766418149) 

4. 島薗進、磯前順一編、2014、『宗教と公共空間：見直される宗教の役割』、東京大学出版会 (ISBN:9784130104104) 

5. 堀江宗正編、2019、『宗教と社会の戦後史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130104128) 

6. 伊達聖伸編、2020、『ヨーロッパの世俗と宗教―近世から現代まで』、勁草書房 (ISBN:9784326102860) 

その他授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形態で行うが、毎回レスポンスの提出を求めるので積極的に受講してほしい。 

資料の配布には Blackboardを活用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 116 - 

■AA464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １０ 

(Lectures on Christian Studies 10) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

察していく。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

／〈われわれ〉）の問題の考察も行っていく。 

なお、毎回の授業後にコメント（意見や質問など）を提出してもらう。記入してもらったものの幾つかは、提出者の許可が得られれ

ば、個人が特定されないようにした上で共有したいと思っている。授業は提出してもらったコメントの紹介や、コメント同士の議論、

疑問への応答、コメントへの応答などをしつつ進めていくため、積極的な参加を望む。 

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

 

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

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

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

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

that they raised. 

You will submit your opinions and questions in a reaction paper, which will also serve as confirmation of attendance, and submit 

it when the class ends. Some of them may be shared in the class in an anonymous form, provided that the submitter agrees to 

this. It is desirable that you participate actively, as a class will involve sharing submitted comments, discussions between 

students with different views, answering questions and comments. 

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

suggested. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「キリスト教」とわれわれ 1 

3. 「キリスト教」とわれわれ 2 

4. 「キリスト教」とわれわれ 3 

5. 日本の神学思想 1 

6. 日本の神学思想 2 

7. 「無／場の神学」1 

8. 「無／場の神学」2 

9. 「場／無の神学」3 

10. 「場／無の神学」4 

11. 「場／無の神学」5 

12. 「場／無の神学」の展開の可能性 1 

13. 「場／無の神学」の展開の可能性 2 

14. まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の課題コメント(40%)/授業への参加協力度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介します。 

なお、遠藤周作の作品を読んでおいていただくと理解がしやすくなります。 

また、宗教多元論の主唱者として有名な（この呼び方は実は誤解を招くものですが）ジョン・ヒックによる著作『宗教と理性をめぐる

対話—信仰と疑いのはざまにて』間瀬啓允訳（教文館、2021 年 5月刊行予定）なども読んでおいていただくと参考になると思いま

す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA465 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １１ 

(Lectures on Christian Studies 11) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

の社会の在り方と自身の生き方を尋ねる。 

 

Among various issues relating to bioethics, this course will especially focus on issues surrounding reproductive technology. We 

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

ways of life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「生殖医療」の実状や「生殖技術」の実態を学び、その根柢にある人間理解を検討する。この作業を通して、わたしたちの社会の

内や自身の中にある「いのち」や「人間」についての価値観を掘り起こして問い直し、あるべき社会の姿とその社会形成への参与

を模索する。講義を中心に進めるが、個人の意見発表やグループに分かれての討論、全体討議も行う予定。また、学期末レポー

トの他に、複数回の小レポート提出を課す。映像資料(ビデオ・動画等)を用いるので、スムースに視聴できるネット環境(通信量・

回線速度)が必要。 

 

We will learn the reality of reproductive medicine and reproductive technology, and consider the understanding of people that 

underlies such ideas and policies. Through this process, we will uncover and reconsider values about life and people that exist 

inside our society and ourselves, and seek for an ideal state of society and ways to participate in forming such a society. This 

course will proceed mainly not only in lecture-style, but also with individual presentations, group debates, and all-class 

discussions, as appropriate. You will submit several small reports too. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 問いの共有 

3. 人工授精をめぐって 1 

4. 人工授精をめぐって 2  

5. 体外受精をめぐって 1 

6. 体外受精をめぐって 2 

7. 中間まとめ 

8. 代理出産 

9. 代理母 

10. デザイナーベイビー 

11. 出生前診断 1 

12. 出生前診断 2 

13. 出生前診断 3 

14. 総括 

 

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

各回ごとに、授業内でとりあげた事柄について振り返り、自身の問いや見解をまとめておくこと。次の授業時に意見発表を求める

ことがある。 

配布する資料や参考文献をしっかりと読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の小レポート・出席(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

2/3 以上の出席がない場合には成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料をオンラインで配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

映像資料(ビデオ・動画等、1 資料につき 60 分程度)を多く用いるので、視聴がスムースに行えるネット環境(通信量・回線速度等)

が必要。 

グループに分かれての討議や全体での討論を行う予定。主体的な参加と積極的な発言を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA467 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １３ 

(Lectures on Christian Studies 13) 

担当者名 

（Instructor） 
長下部 穣(OSAKABE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教社会学の視点を通して、現代におけるキリスト教の社会的役割と課題について批判的に考察することができる。 

 

To be able to critically examine the social role and limitations of contemporary Christianity through perspectives of sociology of 

religion.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、近年、欧米を中心に広がりを見せる「修復的正義（Restorative Justice)」運動を事例に、宗教社会学の理論や手

法、キリスト教学的な意義について学ぶ。「修復的正義」とは、被害者と加害者の当事者同士の対話を通して加害者の処遇を決

めるという、犯罪司法プログラムである。このプログラムの発展の背景には、和解や赦し、平和の概念を尊んだキリスト教グルー

プの貢献があった。彼らの主張とは何か、その主張の社会的背景は何か、キリスト教発の公的プログラムの可能性とは何か、そ

して、世俗化の進む現代において、キリスト教信仰者が直面する課題とは何か。宗教社会学の視点を通して、現代におけるキリ

スト教の社会的役割と課題について批判的に考察する。 

 

This course provides an opportunity for learning theories, methodology and the Christian significance of sociology of religion, 

through the case of Restorative Justice movement, which has become popular especially in the West. Restorative Justice is 

one of criminal justice programmes. Its programme aims to bring both the offender and victim to the same table to discuss how 

the offender can make amends to their victim. Christian groups, who respect the principles of reconciliation, forgiveness and 

peace, made a contribution for developing the programme. What are their claims? What is their sociological background? What 

are the potentials for Christian based public programme? What is the issue when Christians face in the contemporary, 

securalised society? From perspectives of sociology of religion, we will examine the social role and limitations of contemporary 

Christianity.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 宗教社会学とは何か 

3. 宗教社会学者と神学者の間の闘争：真理を握るのは誰か 

4. 修復的正義運動とは何か 

5. 修復的正義プログラムを学ぼう 

6. ハワード・ゼアの修復的正義思想：キリスト教コミュニティから公共圏へ 

7. 英国国教会における犯罪司法を巡る議論と修復的正義の受容 

8. 憐れみと悔い改め：修復的正義のキリスト教的理由 

9. 妥協の正当化：キリスト教への言及の保留 

10. 「我々だけのモノではない」？キリスト教的アプローチの優位性の表現を巡る対立 

11. レンズを変える：他者性と再帰性 

12. グループ発表① 

13. グループ発表② 

14. まとめ 

 

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

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%)/出席およびコメントカードの提出(10%)/授業参加(20%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストはないが、課題文献については授業内に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内に提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA469 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １５ 

(Lectures on Christian Studies 15) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is a key point for social mechanisms and their changes. The more students deepen their 

understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By shining light 

on the Christianity as well as other religious issues related to education, students will consider the place and role of Christianity 

and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで，キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。日本の属するアジアにおける宗教教

育の問題にも可能な限り言及したいと考えているが，とりわけ今年度は，日本におけるミッション・スクールとキリスト教学校のあ

り方についての議論に重点をおく予定である。 

 

Students will choose a religious topic mainly related to Christianity from the various issues surrounding education. Japan is a 

part of Asia, and religious education issues in Asia will be referred to as much as possible. Especially in this academic year, the 

class is expected to emphasize discussing mission schools and Christian schools in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. ミッションスクール論の概観と問題の所在 

3. 日本における位置・役割の考察１ 

4. 日本における位置・役割の考察２ 

5. 日本における位置・役割の考察３ 

6. 私学としてのキリスト教学校と政教分離 

7. 日本のキリスト教学校：現状分析１ 

8. 日本のキリスト教学校：現状分析２ 

9. 日本のキリスト教学校：現状分析３ 

10. 日本のキリスト教学校：事例 

11. 日本のキリスト教学校：仮説的分類 

12. 日本のキリスト教学校：提言 

13. アジアのキリスト教教育 

14. 総括 

 

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

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また出席者のなかでのキリス

ト教学校の経験の有無、経験された教育内容等について講義時間内にたずねることがある（ただしプライバシーを尊重し、応える
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か否かは各人に決めてもらう）  

 

注意事項（Notice） 
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■AA471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １７ 

(Lectures on Christian Studies 17) 

担当者名 

（Instructor） 
朱 海燕(ZHU HAIYAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国におけるキリスト教の布教の歴史を学ぶことを通して、中国キリスト教を理解し、その認識を深めるとともに、文化交流と衝突

の角度から中国とキリスト教問題を考える視座を養う。 

 

 If students have learned a history of Christian missions in China, then they should be able to deepen understanding of 

relationship between Christianity and Chinese society and cultivate a perspective on cultural exchanges and conflicts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東西文化の交流と衝突の角度から、唐代から現代にいたるまでの中国におけるキリスト教の歴史的軌跡をたどり、現在中国が抱

えているキリスト教問題について考える。 

 

This course encourages students to learn history of Christianity in China from the Tang dynasty to the present day from the 

perspective of cultural intercourse as well as cultural conflict between China and West and helps them to consider 

contemporary issues in Christianity in China. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国人の宗教観 

2. 唐元時代のネストリオス・キリスト教 

3. 明代末期カトリック・キリスト教の到来 

4. 清代初期カトリック・キリスト教の発展 

5. 典礼問題 

6. 道光帝以後カトリック・キリスト教の復興 

7. プロテスタント・キリスト教の伝道と初期の布教活動 

8. 清朝末期の社会改革とキリスト教 

9. 義和団 

10. 中国教会の自立 

11. 日中戦争と内戦中のキリスト教会 

12. 戦時中の日本と中国の教会 

13. 中華人民共和国におけるキリスト教 

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） 

毎回の授業前に、指定された資料や参考書を読んでおくこと。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業参加度(コメントペーパーの提出を含む)(60%) 

３分の１以上を欠席した場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 山本澄子、2006、『中国キリスト教史研究』（増補改訂版）、山川出版社 (ISBN:9784634673700) 

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

4. ハンス・キュング, ジュリア・チン共著、2005、『中国宗教とキリスト教の対話』、刀水書房 (ISBN:9784887083073) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 １９ 

(Lectures on Christian Studies 19) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 佐和子(FUJIWARA SAWAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、（1）アジアの宗教についての基礎的な知識・理解を得ること、（2）社会と宗教におけるジェンダー役割の関係性につい

て探求すること、（3）フェミニスト神学の展開に対する女性たちの貢献に対する気づきを得ることを目標とする。  

 

This course aims: (1) to develop knowledge and understanding of religious traditions in Asia; (2) to explore the relationship 

between gender roles in societies and religions; and (3) to develop awareness of the particular contribution of women to the 

development of feminist theology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの女性たち（Asian women）は世界人口の 4 分の 1 を占めるという事実にもかかわらず、彼女たちの声、神学的考察、貢献

についての等閑視は、世界レベルで広く行き渡り、維持されてきたが、それはアジア地域のレベルにおいても同様である。本講義

では、宗教がジェンダーやセクシュアリティについての理解や想定（思い込み）に影響を与えてきたかに注目しながら、アジアの主

要な宗教（キリスト教、仏教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教）と女性たちのかかわりについて検討する。 

 

Despite Asian women comprising more than a quarter of the world’s population, ignorance about Asian women, their voices, 

theological reflections, and contributions is widespread and persistent at a global level, but the same is true at regional level in 

Asia. This course examines the intersection among the major religions in Asia (Christianity, Buddhism, Islam, Hinduism, and 

Confucianism) and women, considering the ways in which religion informs understandings and assumptions about gender and 

human sexuality.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：アジア宣教会議 2017で何が語られたのか 

2. アジアにおけるフェミニスト神学運動：キリスト教と諸宗教 

3. アジアにおけるフェミニスト神学運動：1970 年代からの動きとポストコロニアル視点 

4. アジアにおけるフェミニスト神学運動：1980 年代からのネットワーク形成 

5. アジアにおけるフェミニスト神学運動：沈黙させられてきた女性たち 

6. フェミニスト聖書解釈：抑圧の道具か、解放の源泉か、日本のフェミニスト聖書学者たち 

7. フェミニスト聖書解釈：「父なる神」の問題 

8. フェミニスト聖書解釈：「人間」はどのように造れられたのか 

9. ポジティブ・マスキュリニティ：男性性とは何か（概説） 

10. ポジティブ・マスキュリニティ：男性たちを解放する聖書解釈（アジアの事例） 

11. ポジティブ・マスキュリニティ：贖罪的男性性に向けて（アジアの事例） 

12. イスラームと女性たち：女性たちをどのように捉えているのか（概説） 

13. イスラームと女性たち：女性たちは何を語っているのか（アジアの事例） 

14. 総括 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口里子、2008、『虹は私たちの間に－性と生の正義に向けて－』、新教出版社 (ISBN:978-4400427063) 

2. 堀江有里、2006、『「レズビアン」という生き方－キリスト教の異性愛主義を問う－』、新教出版社 (ISBN:978-4400427049) 

3. Asian Women's Resource Centre for Culture and Theology. 2005. Introduction to Asian Feminist Theologies. AWRC 

(ISBN:983-40384-2-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「キリスト教学講義 20（アジアの宗教 2）」を履修済みの場合、このクラスを登録する必要はない。 

連絡先：fujiwara.sawako@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AA475 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２１ 

(Lectures on Christian Studies 21) 

担当者名 

（Instructor） 
大野 松彦(OHNO MATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの芸術文化の根幹をなすルネサンスとゴシック。単純に古典主義と反古典主義と割り切ることもできないこの二つの造

形概念の本質を理解すること。 

 

Renaissance and Gothic art are the fundamental concept of European art and culture. We will understand the essence of these 

two artistic forms that cannot be simply divided into classicism and anti-classicism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ芸術の近代は、15・16 世紀のイタリア＝ルネサンスに始まる。それ以前の中世芸術は、ルネサンス人によって「ゴシッ

ク（ゲルマン民族の一派「ゴート族」の形容詞）」と蔑称された。狭義には 13-15 世紀のヨーロッパ芸術を指す概念であるゴシック

は、広義には古典的な形体に対する野蛮、地中海文化に対する北方（アルプス以北）の異民族文化、ギリシア・ローマの古代芸

術にあらざる中世ヨーロッパ芸術を意味するものと解釈された。古典古代（ギリシア・ローマ）文化の「再生」を意味するルネサンス

と北方ヨーロッパ発祥のゴシックは、どのような芸術概念であり、どのような芸術形体であるのか――。芸術史（建築・彫刻・絵画）

の展開を追いながら、二つの芸術様式の美、作用と反作用、総合と矛盾について考察する。 

 

The modern era of European art started with the Italian Renaissance art in the 15th-16th centuries, and the Renaissance 

people derogatorily called the previous art as Gothic (the adjective form of the term Goths, one of Germanic tribes). In a narrow 

sense, the term “Gothic” refers to the 13th to 15th century European art, while in a broad sense, it was interpreted as 

barbarian, opposed to classical forms, as northern (trans-alpine) culture, differed from Mediterranean, and as of European 

medieval art that can not be classical antiquity (of Greece and Rome). What kind of artistic concepts are the Renaissance, 

which means the rebirth of the Antiquity, and Gothic, which originated in northern Europe, and what kinds of artistic forms are 

there? Tracing the development of art history (architecture, sculptures, paintings), we will consider the beauty of two artistic 

styles, action and reaction, and synthesis and contradiction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ゴシック vs ルネサンス 

2. ゴシック大聖堂の誕生 

3. ゴシック建築 1 

4. ゴシック建築 2 

5. ゴシック彫刻１：彫像の再生 

6. ゴシック彫刻２：自然主義と理想主義 

7. ゴシック絵画 

8. 国際ゴシック 

9. 1400 年頃と 1420 年頃：ルネサンスの開始 

10. フィレンツェとネーデルラント 

11. 初期ルネサンス 

12. 盛期ルネサンス 

13. アルブレヒト･デューラーの芸術 

14. 総括 

 

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

授業はパワーポイントによるスライド映写と口述によって進めます。受講者にはノートをとり、作品を記憶し、文脈を理解してほし

いと思います。美術は宗教的主題であれ、世俗的主題であれ、第一に造形物ですから、はじめに目で感覚され、次いで脳に記憶

され、最後に心で解釈されるものです。何よりも作品に好奇心を抱くことが大事ですから、授業では感覚を働かせてください。そし

て現在はインターネット上で、高精細の画像を閲覧することが可能です。授業外ではネット上で気になった作品を見たり、関心に

応じて参考図書などにあたってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびリアクション(30%)/中間課題(30%) 

授業中に私語をかわすこと、居眠り、スマホ、パソコンの利用を禁止します。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田喜四郎・黒江光彦編、1995、『ゴシック１』（世界美術大全集 西洋編 9）』、小学館 

2. 佐々木英也・冨永良子編、1994、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編 10）』、小学館 

3. 佐々木英也・森田義之編、1992、『イタリア・ルネサンス１』（世界美術大全集 西 洋編 11）』、小学館 

4. 久保尋二・田中英道編、1994、『イタリア・ルネサンス２』（世界美術大全集 西 洋編 12）』、小学館 

5. 勝國興編、1994、『北方ルネサンス』（世界美術大全集 西洋編 14）』、小学館 

6. R. Toman (ed.). 2007. Gothic Art. Architecture-Sculpture-Painting. h.f.ullmann 

7. R. Toman (ed.). 2015. The Art of the Italian Renaissance Art. h.f.ullmann 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 130 - 

■AA477 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２３ 

(Lectures on Christian Studies 23) 

担当者名 

（Instructor） 
國友 淑弘(KUNITOMO YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アフリカ系アメリカ人音楽、 特に宗教音楽としての黒人霊歌、ゴスペル音楽を理解すること  

 

This course aims for students to understand African-American music, especially Black Spirituals and Gospel Music as religious 

music.  

 

授業の内容（Course Contents） 

録音、ビデオを通して、奴隷制度、差別制度と共に発展したアフリカ系アメリカ人の宗教音楽を学ぶ。  

 

Learning African-American religious music that has evolved with slavery and discrimination through recordings and videos. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカ系アメリカ人の社会的立場と音楽の紹介 

Introduction to African American Social Position and Music  

2. アフリカにおける音楽ルーツ 

Music Roots in Africa 

3. 西インド諸島からアメリカに至る音楽の紹介 

Introduction to Music from the West Indies to the United States  

4. 19 世紀末まで：黒人霊歌 (1) : 奴隷歌、労働歌 

Until the End of the 19th century: Black Spirituals (1)  Slave Songs, Work Songs 

5. 19 世紀末まで：黒人霊歌 （2）: フィスク・ジュビリー・シンガーズ  

Until the End of the 19th century: Black Spirituals (2) Fisk Jubilee Singers 

6. 20 世紀初期のゴスペル音楽ルーツと発展 

Gospel Music Roots and Development in the early 20th Century  

7. 公民権運動と音楽 

Civil Rights Movement and Music 

8. 1950-1960 年代：モダンゴスペルとソウルミュージックの台頭 

1950-1960's: The rise of Modern Gospel and Soul Music 

9. 1970-1980 年代：後期モダンゴスペルとゴスペル音楽の基本演奏法 

1970-1980's: Late Modern Gospel and Basic Performances of Gospel Music 

10. ゴスペル・カルテット・スタイルの歴史 

History of Gospel Quartet Style 

11. 1990-2000 年代：アーバンゴスペルとヒップホップの台頭 

1990-2000's: The Rise of Urban Gospel and Hip-Hop 

12. 2010 年以降：ゴスペル音楽の現在 

After 2010: Gospel Music Today 

13. 映画の中のゴスペル音楽 

Gospel Music in the movies 

14. 日本のゴスペル音楽 

Gospel Music in Japan 

 

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

授業時間外の復習は、主にオンラインリソース（YouTube 等）と録音を使ってゴスペル音楽の演奏を鑑賞すること。 必要に応じて

プリントを配布する。 

This will mainly cover watching Gospel Music performances using online resources (such as YouTube) and recordings. Distribute 

handouts as needed.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および受講態度(Attendance and Attitude)(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 132 - 

■AA479 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２５ 

(Lectures on Christian Studies 25) 

担当者名 

（Instructor） 
天野 知香(AMANO CHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術を、歴史的実証的な検討を踏まえて、批判的に問い直す視点を養うことを目指します。 

 

The aim of the course is to help students to cultivate the critical views about arts on the basis of historical  investigation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀前半のフランスを中心に、時代を追って変化する美術をめぐる諸問題を、社会と「芸術」の関係や制度の変化を考慮に入

れながら、装飾、ジェンダー、「他者」といった視点から検討します。毎回スライドを使って具体的な事例や作品を提示しながら、講

義をすすめます。20 世紀の新たな動向やその文脈から両大戦間に至るいくつかの事例や芸術家の活動を通して、それぞれの問

題を取り上げます。 

 

This course deals with the problems of the french modern art in the 20th century, from the view points of gender, the 

decorative and "the Other," considering the relation between art and society, and the roles of institutions for the visual 

arts.This course will be given using slides of the works by artists.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 歴史画からモダン・アートへ 

2. 20 世紀の諸問題 １ 

3. 20 世紀の諸問題 ２ 

4. 20 世紀の諸問題 ３ 

5. アンリ・マティスとフォーヴの誕生 １ 

6. アンリ・マティスとフォーヴの誕生 ２ 

7. キュビスムへ １ 

8. キュビスムへ ２ 

9. キュビスムへ ３ 

10. コンスタンティン・ブランクーシと 20 世紀彫刻の問題 

11. 第一次大戦とその後の美術  

12. 第一次大戦後の美術 １ 

13. 第一次大戦後の美術 ２ 

14. 補足とまとめ 

 

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

授業内容の理解を深め、自身の関心に基づいて作品や文献に触れ、美術に対する問題意識を養う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

３分の２以上出席をしていない場合は単位取得不可 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは特に使用しない 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学生の質問は歓迎します。積極的な姿勢で受講してください。なお授業の進み具合はその時に応じて多少変化します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ２７ 

(Lectures on Christian Studies 27) 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

して、オルガンのために作曲された曲目と作曲者を紹介する。 

 

The purpose of this course is to gain an understanding of the 2000-year history of the pipe organ. The design, construction, and 

structure of the instrument itself as well as its history and music will be examined. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いる楽器の役割を確認する。 

 

This course will be conducted primarily with lectures, class discussions, and visits to organs. Attendance at organ concerts and 

church or chapel services allows students to understand the role of the pipe organ today.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オルガンの紹介 

2. オルガン歴史 1：古代ギリシャ〜ローマ時代 

3. 中世〜ルネサンス時代 

4. 立教学院のオルガン 

5. バロック時代のオルガン：ドイツ 

6. バロック時代のオルガン：フランス、イタリア、スペイン 

7. イギリスのオルガン 

8. 見学：池袋キャンパスチャペルのオルガン 

9. ロマン派時代のオルガン（主にドイツとフランス） 

10. 礼拝出席（池袋キャンパスチャペルの日曜日、又は平日の音楽付き礼拝） 

11. 世俗オルガン音楽 

12. パイプ以外のオルガン：リードオルガン、電子オルガン 

13. レポート 4 アドバイジグ 

14. 講義、オルガンと現代日本キリスト教との関係 

 

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

大学礼拝とオルガンリサイタル（Ⅰ回ずつ）の出席、テキストのリーディング、リスニング（YouTube) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ショートレポート（3 回, 各 20％）(60%)/ファイナルレポート(40%) 

ショートレポート：1 回の授業に対して 500 字程度。 ファイナルレポート(40％)：2000 字以上、オルガンについてのアカデミックレポ

ート。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井直美、他、2019、『オルガンの芸術』、道和書院 (ISBN:978-4-8105-3002-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 椎名雄一郎、2015、『パイプオルガン入門』、春秋社 (978-4-393-931198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA488 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３４ 

(Lectures on Christian Studies 34) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の「礼拝」と「音楽」について、歴史的発展経緯を学び、現代における意義や課題を考察する。 

 

We will learn the historical background of Christian liturgy and music and consider their significance and issues in contemporary 

society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教の礼拝と、その主要な構成要素である「礼拝音楽」「聖歌」を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を踏

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

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

 

The lecture will mainly cover Christian liturgy and liturgical music and hymns, the major components of Christian liturgy, based 

on the practices of the Anglican Church in Japan, or the Nippon Sei Ko Kai, and Rikkyo Educational Corporation. Videos and 

music will be used actively in the class. As learning liturgy requires service experience, you will be asked to attend service in 

Rikkyo Chapel or other churches (at least once during the lecture period). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教徒礼拝と音楽（基礎と原理） 

2. 文化とキリスト教（インカルチュレーションと回心と経験） 

3. 「時」を刻む経験とその表現（教会暦とその音楽） 

4. １６世紀英国聖公会の聖務日課改革（朝夕の礼拝） 

5. 日本聖公会および立教学院における礼拝音楽の取り組み 

6. ミサ（聖餐式）のきのうときょう（歴史的変化） 

7. 礼拝の実践（チャペルでの授業） 

8. 聖歌と聖歌集の発展史（１）古代～中世（グレゴリオ聖歌、他） 

9. 聖歌と聖歌集の発展史（２）宗教改革～１９世紀英国（The English Hymns） 

10. 聖歌と聖歌集の発展史（３）２０世紀～現代（ヒム・エクスプロージョンとその後） 

11. 世界各地の教会音楽（アイオナ共同体とジョン・L・ベル、他） 

12. 日本聖公会の祈祷書と聖歌集 

13. 日本の教会音楽と『日本聖公会 聖歌集』 

14. 今、これからの課題－危機における賛美・歌えない時に（講義のまとめ） 

 

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

チャペルや教会における礼拝への出席。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮﨑光、2008、『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』、聖公会出版 (ISBN:ISBN978-4-88274-192-3) 

テキストの入手方法については初回授業で案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本聖公会、1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 

2. 日本聖公会、2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義３７ 

(Lectures on Christian Studies 37) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 葉子(KAWAGUCHI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本におけるキリスト教の歴史的展開を国家・社会との関わりにおいて理解し、キリスト教が日本において果たした役割を考察し

ます。 

 

The aim of this course is to help students understand the historical development of Christianity in Japan considering the 

relationship influence of the nation and society, and examine the role Christianity played in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本に伝来したキリスト教の、受容から近世、近代を経て戦後に至るまでの過程をたどります。特に、キリスト教に対する宗教政

策のもと、社会的存在としてのキリスト教が思想・文化などの多様な関わりのなかで広がりをもち、展開してきたことを学びます。 

 

This course explains the history of Christianity in Japan from its acceptance to situation in the postwar era. Moreover, students 

are expected to learn the process of Christianity in Japan which has developed as a social existence having the interaction with 

different thoughts and cultures under the religious policy on Christianity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本キリスト教史概説 

2. キリシタンの時代 

3. キリシタンの教育・事業・文化 

4. キリシタン禁制と潜伏 

5. 開国と宣教師の来日 

6. 近代国家の成立とキリスト教 

7. 労働運動、社会主義運動 

8. 日本の朝鮮統治と植民地伝道 

9. アジア・太平洋戦争下のキリスト教 

10. キリスト教弾圧 

11. 敗戦と戦争責任の問題 

12. 戦後のキリスト教 

13. 日本キリスト教史のなかの沖縄・アイヌ 

14. 総括 

 

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

予習・復習を行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木範久、2017、『日本キリスト教史 : 年表で読む』、教文館 (ISBN:9784764274198) 

2. 浅見雅一、2016、『概説キリシタン史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766423297) 

他は授業で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA493 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学入門講義 ５ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教と文化１ 

担当者名 

（Instructor） 

阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

飯郷 友康(IGO TOMOYASU) 

高橋 英海(TAKAHASHI HIDEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目では、宗教と文化の諸領域に関する諸問題を取り上げる。 

また宗教と文化の多様的で歴史的な展開と、そこに見いだされる共生の知恵についても検討する。 

 

This course covers issues relating to religion and culture. 

It will also examine their diverse historical development and the wisdom of conviviality. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教と文化の今日的問題性はさまざまである。授業担当者はその専門性にもとづいて特定のテーマを設定して授業を行う。受講

者は講義を通じて各自の問題理解を深めるとともに、宗教と文化について多様で歴史的な視野を広げることがもとめられる。さら

に宗教と文化においていかなる共生の知恵がはぐくまれてきたのかについても、授業担当者、受講者の間で総合的に討議する。 

 

２１年度については、東方キリスト教（中東およびそれ以東のキリスト教会の歴史と文化）またユダヤ説話文学（ヘブライ語聖書、

タルムード、中世文学も視野に含める）を取り上げる予定。 

 

The lectures will focus on specific themes of religion and culture. 

Participants will develop their own understanding of issues through the lectures. 

They will also broaden their perspectives on the historical developments of religion and culture. 

The wisdom of conviviality in religion and culture will be also discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題提起１ 

2. 討議１ 

3. 討議２ 

4. 問題提起２ 

5. 討議１ 

6. 討議２ 

7. 総括 1 

8. 問題提起３ 

9. 討議１ 

10. 討議２ 

11. 問題提起４ 

12. 討議１ 

13. 討議 2 

14. 総括 2 

 

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

予習復習については授業内および Blackboard、そのほかオンラインシステムなどで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業に関する活動（予習復習そのほか課題の提出と内容の精度を含む）(100%) 

授業内活動、レポート、授業内で指示された予習課題と復習課題の精度が重要である。いずれも授業担当者の指示をふまえて

積極的に行うことが求められるので、受講希望者は留意すること。なお授業マナーについて注意された受講者は授業に関する活

動を 0 点とする。課題やそのほかの指示が e-mail、Blackboard、そのほかオンラインシステムを通じて指示されることがあるが、

それを必ず確認すること。確認しないことによる不利益は受講者の責任となる。課題の提出に際しては Master of Writing を参照

のこと。 オンラインシステムを使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認するこ

と。 当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 東方キリスト教学会、1988－、『エイコーン』、教友社、新世社 (ISSN:09154507) 

2. Wilfred Cantwell Smith. 1997. Modern Culture from a Comparative Perspective. State University of New York Press 

(ISBN:978-0791433942) 

3. W C スミス、葛西実訳、1971、『宗教の真理』、理想社 (ISSN:BN13042687) 

4. Wilfred Cantwell Smith. 1993. What Is Scripture?: A Comparative Approach. Fortress (ISBN:978-0800627829) 

5. Wilfred Cantwell Smith. 1976. Religious Diversity. Harper (ISBN:978-0060674649) 

テキストの購入は各自の判断による。授業内で用いる資料は担当者が適宜示すものを用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三代川寛子編、2017、『東方キリスト教諸教会――研究案内と基礎データ』、明石書店 (ISBN:978-4750345079) 

2. Oliver Nicholson. 2018. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford (ISBN:978-0198662778) 

3. 2014. The Encyclopaedia of Islam, Third Edition. Brill (ISBN:9789004269613 ) 

4. Hidemi Takahashi. 2013. BARHEBRAEUS: A BIO-BIBLIOGRAPHY. Gorgias Press (ISBN:978-1593331481) 

5. J. Josephus Overbeck. 2007. S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi edesseni, Balaei, aliorumque opera selecta. Selected Works 
of St. Ephrem the Syrian, Rabbula, Bishop of Edessa, and Balai. Latin Material Translated by Hidemi Takahashi (translation of 
Latin material into English). Gorigias Press (ISBN:978-1593335175) 

6. ハルバータル、2015、『書物の民―ユダヤ教における正典・意味・権威』、教文館 (ISBN:978-4764267190) 

7. ロラン・バルト、1979、『物語の構造分析』、みすず (ISBN:462200481X) 

そのほか必要な資料は授業で示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の活動また進め方については各担当者の指示に従うこと。 

授業内でディスカッションを行うことがあるので積極的に参加する必要がある。 

授業内容は受講者の状況やそのほか実施時の諸状況に応じて変更される可能性がある。 

課題の提出に際しては Master of Writing を参照のこと。 

オンラインシステムを使用するが、使用法が分からない場合やトラブルは各自の責任でメディアセンターに確認すること。 

当然のことであるがコピペ（授業ノートを含む）や剽窃には厳しく対応する。https://www.youtube.com/watch?v=IxM1e4W1S8I 

 

２１年度については、オンライン授業形式で行う。双方向とオンデマンド式の併用をもって、ライブ参加のむつかしい受講者への配

慮とする。双方向とオンデマンド式の組み合わせかたについては授業担当者が受講者の学習状況を考慮しつつ適宜判断する予

定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

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

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%) 

感染症拡大の状況などからオンラインでの講義が中心となった場合、筆記試験に代えて授業内の課題を課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で行う。なお、初回は対面での講義を行い、以後は感染症拡大の状況や履修者の

意向を踏まえて決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

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

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(10%)/レポートまたは小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDPを通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

Ⅰ国民経済計算の仕組み：経済活動を量的に把握する 

１．GDP って何？ 

２．GDPで何がわかるの？ 

2. ３．三面等価の原則 

４．GDP と GNPの違いについて 

3. ５．名目 GDP と実質 GDPはどこが違うの？ 

６．GDPデフレータを使って計算してみる 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. ⅡGDPの短期的変動：景気循環 

１．景気循環とそれを促す要因 

２．景気の良し悪しを判断する方法 

7. ３．日本銀行が行う景気対策 

8. ４．物価と失業率の関係 

 ニートをどう捉えるか？ 

9. ⅢGDPの長期的変動：経済成長 

１．成長要因分析 

10. ２．日本の経済成長の要因（１） 

11. ３．日本の経済成長の要因（２） 

12. ４．アジアの経済視聴の要因 

13. ５．何故豊かになれない国があるの？ 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/課題提出(複数回)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 
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参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 

4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Ⅰ「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. （１）国家と政治体制について 

3. （２）政治体制の転換とその背景 

4. （３）政治体制の転換とその背景 

5. （４）民主主義、自由主義、自由民主主義と非自由民主主義体制の類型 

6. Ⅱ日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前の政治の担い手の変遷 

7. （２）日本は何故第二次世界大戦へと向かったか？ 

8. （３）一党優位政党制の時代 

9. （４）1990 年以降の政治 

10. Ⅲ政治と経済 

（１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. Ⅳアジアの地域統合と日本の役割 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ガイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

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

 

 

  



 

 - 151 - 

■AA785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 善彦(ABE YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ａ 

(Introductory Seminars G1a) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｂ 

(Introductory Seminars G1b) 

担当者名 

（Instructor） 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｃ 

(Introductory Seminars G1c) 

担当者名 

（Instructor） 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｄ 

(Introductory Seminars G1d) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｅ 

(Introductory Seminars G1e) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｆ 

(Introductory Seminars G1f) 

担当者名 

（Instructor） 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｇ 

(Introductory Seminars G1g) 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｈ 

(Introductory Seminars G1h) 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｉ 

(Introductory Seminars G1i) 

担当者名 

（Instructor） 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

The primary focus is to foster basic skills for actively advancing specialized research from the second year. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As a compulsory subject required for graduation, this discipline is designed to allow students who have entered the Department 

of History to fully encounter the nature and rudimentary content of the three majors of world history, Japanese history, and 

interdisciplinary cultural studies. In either the first or the second half, the course will offer seminars in information literacy by 

combining one or two classes. Classes are small-member seminars with around 25 people, taking advantage of the specialization 

and personality of the instructor. The organization of the introductory seminars to be offered will be explained in the first year 

guidance of the Department of History in April. The class, the day of the week offered, and the time will also be notified in the 

guidance. Information about the classroom, etc. for the information literacy seminars will be provided separately on the bulletin 

board for attention. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

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

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

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

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

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

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

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

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

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

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

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

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

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

14. 全体のまとめ 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ａ 

(Introductory Seminars G2a) 

担当者名 

（Instructor） 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｂ 

(Introductory Seminars G2b) 

担当者名 

（Instructor） 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｃ 

(Introductory Seminars G2c) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 晴美(KATO HARUMI) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｄ 

(Introductory Seminars G2d) 

担当者名 

（Instructor） 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｅ 

(Introductory Seminars G2e) 

担当者名 

（Instructor） 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｆ 

(Introductory Seminars G2f) 

担当者名 

（Instructor） 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

加藤 晴美(KATO HARUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｇ 

(Introductory Seminars G2g) 

担当者名 

（Instructor） 

河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｈ 

(Introductory Seminars G2h) 

担当者名 

（Instructor） 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｉ 

(Introductory Seminars G2i) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The course will continue the Introductory Seminars G1 and prepare students for specialized learning in the second and later 

years. Seminar registration will be in January. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

Students will belong to the same class as the spring semester Introductory Seminars G1, and will complete their understanding 

of the rudiments of learning in the three majors. After encountering the nature and rudimentary content of the three majors, 

students will prepare for full-fledged learning in the exercises for which they will register from the second year onward, and, 

interacting directly with various faculty members in the Department of History, will proceed with selection of exercises for 

advancement to the second year. Automatic registration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

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

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

鹿野 美枝(SHIKANO MIE)  

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

神田 惟(KANDA YUI) 

牧田 義也(MAKITA YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

Under the supervision of faculty members, students will prepare to write a graduation thesis and will create a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

The class content will be explained in the April guidance. As the faculty members in charge provide instructions on how to 

proceed with the seminars, students must attend and follow the faculty members' instructions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

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

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/学習態度(20%)/プレゼンテーション(10%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１ 

(Seminars G1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー1 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語文献の「読み方」を知る 

 

Learn how to read foreign-language literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学問の世界には、その世界に参加する研究者たちが守っているルールがあります。それぞれが主張することの根拠は何か、註

や本文の中で明示する必要がありますし、最初の課題設定から最後の結論にいたるまで、章立てや節立ての組み立てにより、

論理的に自らの説を展開しなければなりません。セミナー参加者が共通に興味を持てるテーマについての英語文献を取り上げ、

それを講読する中からそうしたルールについて学んでいきます。 

 

In the world of academia, there are rules to be observed by the researchers who are active in each field. The grounds for the 

assertions of each researcher must be clearly stated in annotations or in main text, and, from the initial setting of topic to the 

final conclusion, a researcher's own theory must be logically developed through the structuring of chapters and sections. 

Seminar participants will take up English-language literature on topics of shared interest, and will learn such rules through 

reading academic papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国語文献の選択 

2. 外国語文献講読１ 

3. 外国語文献講読２ 

4. 外国語文献講読３ 

5. 外国語文献講読４ 

6. 外国語文献講読５ 

7. 外国語文献講読６ 

8. 外国語文献講読７ 

9. 外国語文献講読８ 

10. 外国語文献講読９ 

11. 外国語文献講読１０ 

12. 外国語文献講読１１ 

13. 外国語文献講読１２ 

14. 外国語文献講読１３ 

 

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

大学入試用英文解釈の参考書を、最初から最後までやり直しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席時の学習態度(60%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２ 

(Seminars G2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー２ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語文献の精読を通じ、日本の古代地中海学界の中でどのようなテーマが注目されているのかを学び、自らの研究テーマを

決める 

 

Through careful reading of academic papers especially written in Japanese, participants will learn what themes are attracting 

attention in Japanese academic world of ancient Mediterranean studies, and will decide their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セミナー参加者各自の興味に従い、日本語論文の中から選んで発表していただきます。著者の意図や論理を正確に跡づけ、史

料の使い方を学ぶことで、卒業論文に向けて自分自身が何をやらなければならないか知ることができます。自らの興味関心に従

って設定したテーマが日本の学界の学問動向の中にどのように位置付き、またそれに対してどのような貢献をすることになると予

想されるのか、そうしたことを知るための作業です。 

 

The seminar participants will be asked to make selections from Japanese-language academic papers according to the interests 

of each student and to give presentations on them. By accurately tracing the authors' intents and logic and by learning how to 

use historical materials, students will discover what they must do for their own graduation theses. This work is for the purpose 

of learning matters such as how a theme set according to a student's interest is positioned within the scholarly trends of 

Japanese academia, and what sort of contribution the student is expected to make to it. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献選択 

2. 日本語文献発表１ 

3. 日本語文献発表２ 

4. 日本語文献発表３ 

5. 日本語文献発表４ 

6. 日本語文献発表５ 

7. 日本語文献発表６ 

8. 日本語文献発表７ 

9. 日本語文献発表８ 

10. 日本語文献発表９ 

11. 日本語文献発表１０ 

12. 日本語文献発表１１ 

13. 日本語文献発表１２ 

14. 日本語文献発表１３ 

 

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

夏休み中に、日本語論文を 10本以上選んで精読し、その中からどれを発表するか選んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ３ 

(Seminars G3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ４ 

(Seminars G4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of Western medieval and Renaissance history, as well as the ability to accurately 

comprehend English-language specialized literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

The seminars will be divided into two parts. In the 1st part, students will use 15 no teema de manabu chuusei yooroppa by 

Koichi Horikoshi and Takashi Jinno (Minerva Shobo, 2013) and specified research literature to gain fundamental knowledge and 

create an outline. In the 2nd part, they will go through training in translating English-language literature on the Western middle 

ages, prepared by the faculty member, into Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ５ 

(Seminars G5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史を学ぶ上での諸局面（調査, 文献読解, 報告, 討論など）を体験する。 

 

Students will experience aspects of learning about modern European history (surveying, literature review, presentation, debate, 

etc.), primarily using British history as a major topic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説的な流れを, 文献読解, 数名のグループによる報告, それをめぐる質疑応答, 授業担当者からのコメントなどを

通じて学び，ヨーロッパ近代史の研究にあたって必要となる基礎的能力を身につける。  

 

Students will gain a general picture of the flow of British history through literature survey, presentations by groups and 

subsequent Q&A, comments from class instructors, etc., and will acquire fundamental skills necessary for research in modern 

European history.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 川北稔編、1998、『世界各国史１１ イギリス史』、山川出版社 

その他の参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ６ 

(Seminars G6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
田村 俊行(TAMURA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討論など）を体験す

る。 

 

Students will experience the processes for advancing individual research in modern British and other European history (setting 

up research questions, literature review, academic paper writing, debate, etc.). 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそって, イギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者（若干名）による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題に関する基礎的な事項を知る。  

 

In each session, this course will focus on major research themes on modern British and other European history, in line with the 

participants’ interest. Through individual presentation and subsequent Q&A, students will understand those issues.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

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

Blackboard を通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ７ 

(Seminars G7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的思考方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な題材を用いて、歴史の思考方法を身につける 

 

Learn how to think about history with contemporary subjects 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事などを用いて、歴史の思考方法の手順を実践的に学ぶ。 

 

Practically learn the steps of historical way of  thinking with newspaper articles etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史の思考方法 １  

2. 歴史の思考方法 ２ 

3. 新聞記事を用いて １ 

4. 新聞記事を用いて ２ 

5. 出来事から事件へ １ 

6. 出来事から事件へ ２ 

7. 出来事から事件へ ３ 

8. 出来事から事件へ ４ 

9. 歴史的事件を出来事に分解する １ 

10. 歴史的事件を出来事に分解する ２ 

11. 出来事を新たな歴史へ再構成する １ 

12. 出来事を新たな歴史へ再構成する ２ 

13. 自分の課題を発見する １ 

14. 自分の課題を発見する ２ 

 

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

『日本経済新聞』などの新聞を読む習慣を身につけよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/新聞記事の出来事を事件に構成する(20%)/歴史的事件を出来事に分解する(20%)/自分の研究課題を見

つける(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

2. 上田信、2009、『ペストと村』、風響社 (ISBN:978-4-89489-135-7) 

いずれのテキストも、担当教員から著者割引にて配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

合宿を行う予定（成績評価には関わりません）。時期は授業開始時に決定します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ８ 

(Seminars G8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の研究方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究課題に即して、研究方法を身につける。 

 

Students will learn research methods in line with their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究課題に関する研究文献リストの作成、研究文献の読解、研究史整理などの基礎的な方法を学ぶ。各履修者の報告とグルー

プ討議とを組み合わせる。履修者全員が、「一人はみんなのため、みんなは一人のため」という姿勢で授業に臨み、それぞれの

研究のレベルアップを図る。 

 

Students will learn fundamental methods such as creation of lists of research literature concerning research subjects, 

comprehension of research literature, and organization of research history. The course will combine group discussion with 

reports by students. All students will attend classes with an attitude of "one for all and all for one," and will work to improve 

their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究方法について 

2. 研究課題の発見 １ 

3. 研究課題の発見 ２ 

4. 研究課題の発見 ３ 

5. 研究文献リストをつくる １ 

6. 研究文献リストをつくる ２ 

7. 研究文献の読解 １ 

8. 研究文献の読解 ２ 

9. 研究文献の読解 ３ 

10. 研究文献の読解 ４ 

11. 研究史をまとめる １ 

12. 研究史をまとめる ２ 

13. 研究史をまとめる ３ 

14. 文献から史料へ 

 

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

授業に先立ち、夏季休業期間を有効に使い、各履修者の興味を持ったテーマに関する書籍を多読するとともに、幅広い読書を心

がけること。 

各履修者の報告を踏まえ、その次の回の授業において、そのテーマを演習全体で討議する。報告に対する追加の情報の収集を

行い、必ず発言できるように事前に準備すること。 

春季休業期間に研究史をレポートにまとめ、翌年度の演習で報告できるように用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/研究文献リスト作成(20%)/研究文献の読解(20%)/研究史(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2009、『ペストと村』、風響社 (ISBN:9784894891357) 

2. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１は無料配布、テキスト２は著者割引にて販売します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期の G7 から連続し、来年度の G19に継続する内容となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ９ 

(Seminars G9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は各受講者の関心に関わるテーマに沿って文献紹介のレジュメを作成してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。

後半は受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んでテーマを選定し、発表してもらいます。 

 

In the first half, you make a presentation on introducing reference works of your study, and we discuss your issue. In the 

second half, you choose some historical materials and studies concerning your topic and present about it, and then we discuss 

what you presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャネット・アブールゴド、2001、『ヨーロッパ覇権以前：もうひとつの世界システム』上下、岩波書店 (ISBN:4000023934) 

2. Janet Abu-Lughod. 1991. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. Oxford UP (ISBN:0195067746) 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗ほか、2008、『海域アジア研究入門』、岩波書店 (ISBN:4000224840) 

2. 小松久男ほか、2018、『中央ユーラシア研究入門』、山川出版社 (ISBN:4634640872) 

3. 早稲田大学モンゴル研究所（編）、2011、『モンゴル史研究―現状と展望』、明石書店 (ISBN:4750334294) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１０ 

(Seminars G10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んで発表してもらい、受講者全員で意見交換をおこないます。 

 

In this course, you choose some historical materials and studies concerning your theme and present about it, then we discuss 

what you presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに関わる参考文献はゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１１ 

(Seminars G11) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）ヨーロッパ近現代史に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on modern European history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ近現代史についての日本語の文献を輪読します。その際に、１）正確に読んで内容を理解する ２）疑問点や関係する

事項を調べる ３）内容、疑問点、関連事項を配布資料にまとめ、口頭で報告し、それを基に参加者全員で議論します。 

 

We discuss some topics in European modern history. Before the course, the participants should read literature and understand 

its content. In addition, the participants should research the topics themselves. The students summarize the content of the 

litterateurs and the results of their research. On the presentation we discuss the topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の確認；授業の概要説明；授業で扱う文献の紹介；報告担当の割当の決定 

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. グループ報告と質疑応答（１） 

9. グループ報告と質疑応答（２） 

担当者が提示するテーマについて、担当教員が指定した文献をつかってグループで調べ、それについて報告する。司会団

も他のグループが担当し、ゼミの議論を体験する。 

10. 個別報告（１） 

11. 個別報告（２） 

12. 個別報告（３） 

13. 個別報告（４） 

14. まとめ 夏休みに向けて 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■AC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１２ 

(Seminars G12) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）ヨーロッパ近現代史に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on modern European history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ近現代史についての日本語の文献を輪読します。その際に、１）正確に読んで内容を理解する ２）疑問点や関係する

事項を調べる ３）内容、疑問点、関連事項を配布資料にまとめ、口頭で報告し、それを基に参加者全員で議論します。 

 

We discuss some topics in modern European history. Before the course, the participants should read literature and understand 

its content. In addition, the participants should research the topics themselves. The students summarize the content of the 

literatures and the results of their research. On the presentation we discuss the topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

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） 

西洋近現代史の日本語の研究文献を輪読する。どの研究文献を取り上げるかは、初回までに担当者の方で示す。参加者

は、事前に各回で取り上げる部分を読み、わからないところ、納得がいかないところを書きだし、毎回提出すること。各回の

ゼミでは、各自のわからないところ、納得がいかないところをいいあって、議論をしていきたい。 

8. グループ報告と質疑応答（１） 

9. グループ報告と質疑応答（２） 

担当者が提示するテーマについて、担当教員が指定した文献をつかってグループで調べ、それについて報告する。司会団

も他のグループが担当し、学問的な議論を体験する。 

10. 個別報告（１） 

11. 個別報告（２） 

12. 個別報告（３） 

13. 個別報告（４） 

個別報告では、春学期と夏休みに取り組んだテーマについて、参加者各自で秋学期中に調査したものを報告してもらう。 

14. まとめ 春休みに向けて 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習初回までに指示する（可能ならば、担当者の側で発注する） 
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参考文献（Readings） 

担当者の側で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１３ 

(Seminars G13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー３ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自のテーマに沿った外国語・邦語文献を発表・討議することで、研究テーマを深める。 

 

Participants will deepen their research themes by giving presentations and discussions on foreign-language and Japanese-

language literature matched to their themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿って文献を読み進め、その成果を報告する。引き続き、参加者によってディスカッションをする。 

 

Participants will advance in reading literature matched to their research themes, report their findings and problematics and 

continue their discussions with others in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果報告１ 

2. 成果報告２ 

3. 成果報告３ 

4. 成果報告４ 

5. 成果報告５ 

6. 成果報告６ 

7. 成果報告７ 

8. 成果報告８ 

9. 成果報告９ 

10. 成果報告１０ 

11. 成果報告１１ 

12. 成果報告１２ 

13. 成果報告１３ 

14. 成果報告１４ 

 

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

春休み中に研究テーマとそれに関わる最新の外国語研究文献を入手し、読み進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１４ 

(Seminars G14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー４ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを深め、オリジナルな見解を獲得できるよう努める。 

 

Participants will strive to deepen their research themes and build up their unique points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自読み進めた文献をもとに、研究史上の問題を析出し、史料の検討を行い、オリジナルな歴史像を発表出来るようにする。 

 

Participants will make academic problems clear, analyse historical materials based on the methods they have learnt through 

their reading literature, and  give presentations on their own historical views. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

夏休み中に文献を読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１５ 

(Seminars G15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１６ 

(Seminars G16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

Students will acquire ability to accurately comprehend specialized literature in Japanese and English on Western medieval and 

Renaissance history, which is essential for writing graduation theses and seminars in thesis writing, and will acquire surveying 

ability required for participants in writing their own theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

In each session, students will create outlines of assigned literature in Japanese and English aligned with to the class themes, 

and will engage in group reading and discussions. Participants will also report on their own research as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 216 - 

■AC117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１７ 

(Seminars G17) 

担当者名 

（Instructor） 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、主にイギリス近代史を題材にヨーロッパ近代史の概説的知識を深め、学術的研究に求められる能力を育成する 

 

Focusing mainly modern British history, the aim of this course is to improve students' general knowledge of modern European 

history and to cultivate their ability required for academic research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世・近代イギリス史に関する学術論文や史料を用いて、文献読解とグループ報告を行い、報告での質疑応答などを通じて、各

自の問題関心を明確にし、ヨーロッパ近代史に関する研究を進展させる。 

 

Thorough reading articles and group presentation on early modern/modern British history, this course will provide participants 

opportunities for finding their research questions and developing into modern European history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：各回の報告テーマを確認し、担当を決める。報告の準備について確認する。 

2. 文献読解 1（時代区分について） 

3. 文献読解 2（近世） 

4. グループ報告 1（近世） 

5. 文献読解 3（近代 1） 

6. グループ報告 2（近代 1） 

7. 文献読解 4（近代 2） 

8. グループ報告 3（近代 2） 

9. 文献読解 5（現代 1） 

10. グループ報告 4（現代 1） 

11. 文献読解 6（現代 2） 

12. グループ報告 5（現代 2） 

13. 全体討論 

14. まとめ 

 

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

授業内で次回授業までの準備学習について説明する。また BlackBoardを用いて連絡・指示することもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告の内容(40%)/授業内での質疑応答や討論など参加姿勢と内容(40%)/授業内の提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

主要な参考文献は初回授業時に説明する。また授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１８ 

(Seminars G18) 

担当者名 

（Instructor） 
鹿野 美枝(SHIKANO MIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史などのヨーロッパ近代史の諸問題を検討し、個別研究をすすめるために必要な実践的能力の養う。 

 

Dealing with the issues in modern British and other European history, this course aims to develop students' ability for individual 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、イギリス史などのヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマについて参加者による報告とそれをめぐる質疑応答、

討論を行い、それらを通じて個別問題への理解を深める。 

 

The contents of this course is individual presentation on each research themes on modern British and other European history. 

Through individual presentation and discussion, students will develop their understanding of their research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決める。各自の問題関心を確認する。 

2. 実践レクチャーA（史資料と問題関心） 

3. 個別報告 A1 

4. 個別報告 A2 

5. 個別報告 A3 

6. 実践レクチャーB（概説と本論） 

7. 個別報告 B1 

8. 個別報告 B2 

9. 個別報告 B3 

10. 実践レクチャーC（考察、分析） 

11. 個別報告 C1 

12. 個別報告 C2 

13. 個別報告 C3 

14. まとめ 

 

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

授業内で次回授業までに必要な準備学習について説明・指示する。また、BlackBoardで連絡・指示することもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告の内容(40%)/授業内の質疑応答・討論などの参加姿勢と内容(40%)/授業内の提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１９ 

(Seminars G19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかり、論文制作に生かす。 

 

Students will acquire and improve the knowledge and skills necessary to research history, and will use these in thesis writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の参加者は、報告の内

容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the themes of their individual research. 

Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of the reports. In addition, students will 

strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者報告 1 

3. 参加者報告 2 

4. 参加者報告 3 

5. 参加者報告 4 

6. 参加者報告 5 

7. 参加者報告 6 

8. 参加者報告 7 

9. 参加者報告 8 

10. 参加者報告 9 

11. 参加者報告 10 

12. 参加者報告 11 

13. 参加者報告 12 

14. 参加者報告 13 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２０ 

(Seminars G20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史的な思考法を養い、歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかる。 

 

Students will cultivate methods of thinking used in history studies and will acquire and improve knowledge and skills needed to 

research history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究文献の精読、史料の読解と解釈、フィールドワークなど、史的な思考法を運用する能力を高める。 

演習 G19 を継承して、個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の

参加者は、報告の内容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

Students will enhance their ability to analyze history by using appropriate methods, including intensive reading of research 

literature, comprehension and interpretation of historical materials, and fieldwork. 

Continuing from Seminars G19, participants will take charge of reports directed at their own thesis writing to deepen the 

themes of their individual research. Participants who are not tasked with reports will conduct Q&A concerning the content of 

the reports. In addition, students will strive to improve necessary skills based on the reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史的な思考法 1：基本的な考え方 

3. 史的な思考法 2：モノ・ヒト・イミの３つの位相 

4. モノの位相で考える１ 

5. モノの位相で考える２ 

6. モノの位相で考える３ 

7. ヒトの位相で考える１ 

8. ヒトの位相で考える２ 

9. ヒトの位相で考える３ 

10. イミの位相で考える１ 

11. イミの位相で考える２ 

12. イミの位相で考える３ 

13. 総合して考える１ 

14. 総合して考える２ 

 

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

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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演習 G19 と連続しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２１ 

(Seminars G21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

In this course, we aim at getting basic skillｓ of historical study, including getting information, understanding, and writing through 

reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history.  

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて紹介の場を持ちます。各自の研究テーマ、および、そのテーマを研究する上で必要となる問題

点をふたつ以上挙げてください（決まっていない人は仮テーマでも結構です）。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研

究の整理をおこなった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。前期の終わりに、(1)研究の動機・背景、(2)問題提起、(3)使

用する史料、(4)先行研究についてまとめて、レポートとして提出してもらいます。 

 

In the first time, you introduce the theme of your thesis and two topics concerning it. After the second time, you make a 

presentation about historical materials you use, studies concerning your issue, and your questions, then we discuss what you 

presented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。随時発表してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２２ 

(Seminars G22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

In this course, for writing up a graduation thesis, we aim at getting necessary skills of historical study, including obtaining 

information, understanding, and writing through reading sources and articles on Eurasian and Maritime Asian history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて経過報告の場を持ちます。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研究の整理をおこ

なった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。秋学期の終わりに、(1)先行研究のまとめと(2)研究テーマの問題点に関わ

る小論をレポートとして提出してもらいます。 

 

In the first time, you introduce a theme of your thesis and two topics concerning it. After the second time, you make a 

presentation about your issues, and then we discuss what you presented. At the end of the second half, we require to submit a 

report on the researches concerning your theme and a rough draft of your thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括  

 

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

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２３ 

(Seminars G23) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）ヨーロッパ近現代史に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on modern European history 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

演習では、ヨーロッパ近現代史からいくつかのテーマについての文献を読み、議論する。 

並行して、受講生は、予備論文の準備をする。 

 

In Seimar, the participants read Japanese research on topics in modern European history and discuss them. 

Alongsides the participants prepare for their own research "予備論文". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 研究文献を読む（1) 

3. 研究文献を読む（2) 

4. 研究文献を読む（３） 

5. 研究文献を読む（４） 

6. 研究文献を読む（５） 

7. 研究文献を読む（６） 

8. 個人研究報告（１） 

9. 個人研究報告（２） 

10. 研究文献を読む（７） 

11. 研究文献を読む（８） 

12. 個人研究報告（３） 

13. 個人研究報告（４） 

14. まとめ 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミでとり上げる文献については、受講生と話し合いのうえ決定する。 

 

参考文献（Readings） 

ゼミナール中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２４ 

(Seminars G24) 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）ヨーロッパ近現代史に関する日本語文献の内容を理解することができる。 

２）必要な関連事項を調べる方法を身につける。 

３）歴史学とはどのような学問かについて議論する。 

４）各受講生が、自分が興味を持つテーマについて調査し、それを発表する。 

 

The course has following aims: 

1. Understanding the contents of research (in Japanese) on modern European history. 

2. Learning the way to research topics which relate to the course 

3. Ｄｉscussing what science history is 

4. Each participants explore topics in which they are interested and present their research in the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

演習では、ヨーロッパ近現代史からいくつかのテーマについての文献を読み、議論する。 

並行して、受講生は、予備論文の準備をする。 

 

In Seimar, the participants read Japanese research on topics in modern European history and discuss them. 

Alongsides the participants prepare for their own research "予備論文". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 研究文献を読む（1) 

3. 研究文献を読む（2) 

4. 研究文献を読む（３） 

5. 研究文献を読む（４） 

6. 研究文献を読む（５） 

7. 研究文献を読む（６） 

8. 個人研究報告（１） 

9. 個人研究報告（２） 

10. 研究文献を読む（７） 

11. 研究文献を読む（８） 

12. 個人研究報告（３） 

13. 個人研究報告（４） 

14. まとめ 

 

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

皆で読むものについては、必ず事前に読んでくること。個別報告などでは、各自が自主的に図書館などで文献を探し読み込むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/授業への出席や授業への参加・態度(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミでとり上げる文献については、受講生と話し合いのうえ決定する。 

 

参考文献（Readings） 

ゼミナール中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 

 - 228 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１ 

(Seminars H1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

Deepen your understanding of ancient Japanese history while reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

Read historical materials in a circle. Participants may be asked to present their research, so the content of the lessons is 

subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題図書グループ発表会（１） 

2. 課題図書グループ発表会（２） 

3. 課題図書グループ発表会（３） 

4. 巻１文武元〜文武４年（１） 

5. 巻１文武元〜文武４年（２） 

6. 巻１文武元〜文武４年（３） 

7. 巻１文武元〜文武４年（４） 

8. 巻２大宝元〜大宝２年（１） 

9. 巻２大宝元〜大宝２年（２） 

10. 巻２大宝元〜大宝２年（３） 

11. 巻３大宝３〜慶雲４年（１） 

12. 巻３大宝３〜慶雲４年（２） 

13. 巻３大宝３〜慶雲４年（３） 

14. 巻３大宝３〜慶雲４年（４） 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２ 

(Seminars H2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

While engaging in group reading of the Shoku Nihongi, students will deepen their understanding of ancient Japanese history and 

methods for reading historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

Group reading of Shoku Nihongi. As the class may ask participants to make presentations on their research, the content of the 

class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果発表会（１） 

2. 成果発表会（２） 

3. 成果発表会（３） 

4. 巻 10 神亀４〜天平２年（１） 

5. 巻 10 神亀４〜天平２年（２） 

6. 巻 10 神亀４〜天平２年（３） 

7. 巻 10 神亀４〜天平２年（４） 

8. 巻 11 天平３〜天平６年（１） 

9. 巻 11 天平３〜天平６年（２） 

10. 巻 11 天平３〜天平６年（３） 

11. 巻 12 天平６〜天平９年（１） 

12. 巻 12 天平６〜天平９年（２） 

13. 巻 12 天平６〜天平９年（３） 

14. まとめ 

 

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

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ３ 

(Seminars H3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・論文の読解能力を鍛える。 

・史料の読解能力を鍛える。 

・卒業論文の執筆を見据える。 

 

・ Train your reading comprehension skills. 

・ Train reading comprehension of historical materials. 

・ Looking ahead to writing a graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、以下の三点から構成される。 

①論文輪読 

②史料輪読 

③自由報告 

まず、日本中世史の論文や史料を読む訓練を行う（①・②）。論文はこれからの議論の前提として押さえておくべき重要なもの、極

力最新のホットなものを、また、史料は中世の基本的なものを選ぼうと考えている。そのうえで、興味を持つテーマの先行研究や

史料を収集・読解して報告し、他ゼミ生や教員と議論を深める（③）。これらの作業をとおして、卒業論文の準備を意識していただ

く。 

 

This exercise consists of the following three points. 

① Treatise reading 

② Reading historical materials 

③ Free report 

First, we will train to read treatises and historical materials of medieval Japanese history (①・②). I will select the important 

ones that should be kept as a premise for future discussions, the hottest ones as much as possible, and the basic historical 

materials of the Middle Ages. After that, we will collect, read and report on previous research and historical materials on themes 

of interest, and deepen discussions with other seminar students and faculty members. Through these tasks, you should be 

aware of the preparation of your graduation thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文・史料輪読① 

3. 論文・史料輪読② 

4. 論文・史料輪読③ 

5. 論文・史料輪読④ 

6. 論文・史料輪読⑤ 

7. 論文・史料輪読⑥ 

8. 論文・史料輪読⑦ 

9. 論文・史料輪読⑧ 

10. 論文・史料輪読⑨ 

11. 論文・史料輪読⑩ 

12. 論文・史料輪読⑪ 

13. 論文・史料輪読⑫ 

14. 論文・史料輪読⑬ 

 

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

コロナ状況と相談しつつも、全国各地の博物館や図書館等へは可能な限り赴いてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは初回に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山哲雄ほか、2014、『日本中世史入門 論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:9784585220794) 

2. 中世後期研究会、2007、『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版 (ISBN:9784784213719) 

3. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082730) 

4. 歴史学研究会、2016、『日本史史料 2 中世』、岩波書店 (ISBN:9784007304422) 

5. 大学の歴史教育を考える会、2016、『わかる・身につく 歴史学の学び方』、大月書店 (ISBN:9784272412365) 

6. 村上紀夫、2019、『歴史学で卒業論文を書くために』、創元社 (ISBN:9784422800417) 

7. 浜田久美子、2020、『日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083706) 

その他、演習中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定であるが、コロナ状況によりオンラインに切り替えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ４ 

(Seminars H4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・論文の読解能力を鍛える。 

・史料の読解能力を鍛える。 

・卒業論文の執筆を見据える。 

 

・ Train your reading comprehension skills. 

・ Train reading comprehension of historical materials. 

・ Looking ahead to writing a graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、以下の三点から構成される。 

①論文輪読 

②史料輪読 

③自由報告 

まず、日本中世史の論文や史料を読む訓練を行う（①・②）。論文はこれからの議論の前提として押さえておくべき重要なもの、極

力最新のホットなものを、また、史料は中世の基本的なものを選ぼうと考えている。そのうえで、興味を持つテーマの先行研究や

史料を収集・読解して報告し、他ゼミ生や教員と議論を深める（③）。これらの作業をとおして、卒業論文の準備を意識していただ

く。 

 

This exercise consists of the following three points. 

① Treatise reading 

② Reading historical materials 

③ Free report 

First, we will train to read treatises and historical materials of medieval Japanese history (①・②). I will select the important 

ones that should be kept as a premise for future discussions, the hottest ones as much as possible, and the basic historical 

materials of the Middle Ages. After that, we will collect, read and report on previous research and historical materials on themes 

of interest, and deepen discussions with other seminar students and faculty members. Through these tasks, you should be 

aware of the preparation of your graduation thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文・史料輪読① 

3. 論文・史料輪読② 

4. 論文・史料輪読③ 

5. 論文・史料輪読④ 

6. 論文・史料輪読⑤ 

7. 論文・史料輪読⑥ 

8. 自由報告① 

9. 自由報告② 

10. 自由報告③ 

11. 自由報告④ 

12. 自由報告⑤ 

13. 自由報告⑥ 

14. 自由報告⑦ 

 

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

コロナ状況と相談しつつも、全国各地の博物館や図書館等へは可能な限り赴いてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは初回に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山哲雄ほか、2014、『日本中世史入門 論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:9784585220794) 

2. 中世後期研究会、2007、『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版 (ISBN:9784784213719) 

3. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082730) 

4. 歴史学研究会、2016、『日本史史料 2 中世』、岩波書店 (ISBN:9784007304422) 

5. 大学の歴史教育を考える会、2016、『わかる・身につく 歴史学の学び方』、大月書店 (ISBN:9784272412365) 

6. 村上紀夫、2019、『歴史学で卒業論文を書くために』、創元社 (ISBN:9784422800417) 

7. 浜田久美子、2020、『日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083706) 

その他、演習中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定であるが、コロナ状況によりオンラインに切り替えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ５ 

(Seminars H5) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに政治史・都市史・村落史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、近世史料の輪読や、指定された史料・文献についての報告を行い、全体でその内容について議論する。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly political, urban, village, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will perform group reading of early modern historical materials, report on 

specified historical materials and literature, and discuss the content overall, individually or in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近世の政治に関わる活字史料を読む（１） 

3. 近世の政治に関わる活字史料を読む（２） 

4. 近世の政治に関わる活字史料を読む（３） 

5. 近世の政治に関わる活字史料を読む（４） 

6. 近世の都市に関わる活字史料を読む（１） 

7. 近世の都市に関わる活字史料を読む（２） 

8. 近世の都市に関わる活字史料を読む（３） 

9. 近世の村落に関わる活字史料を読む（１） 

10. 近世の村落に関わる活字史料を読む（２） 

11. 近世の村落に関わる活字史料を読む（３） 

12. 近世の村落に関わる活字史料を読む（４） 

13. 近世の村落に関わる活字史料を読む（５） 

14. 近世の村落に関わる活字史料を読む（６） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読みこみ、わからない語句を調べるなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢(100%) 

単位修得のためには、８０％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ６ 

(Seminars H6) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

Students will acquire fundamental knowledge about early modern Japanese history, and refine their ability to accurately read 

and understand academic papers and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに村落史・地域史・都市史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、指定された文献や史料について報告し、全体でその内容について議論する。その上で、日本近世史に

関するテーマを自ら設定し、その基礎的な研究作業に入っていく。 

 

The course will take up early modern Japanese history, particularly village, region, urban, and other early modern social history 

that represent how people lived. In the class, students will report on specified historical materials and literature and will discuss 

the content overall, individually or in groups. Based on this, students will set their own themes on early modern Japanese 

history, and begin basic research work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１） 

2. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（２） 

3. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（３） 

4. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（４） 

5. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（５） 

6. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（６） 

7. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（７） 

8. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（８） 

9. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（９） 

10. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１０） 

11. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１１） 

12. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１２） 

13. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１３） 

14. 指定したテキストに収載された史料もしくは論文を読み議論する（１４） 

 

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

文献や史料は必ず事前に読み込むなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加姿勢(50%)/報告内容(50%) 

単位修得のためには、80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時に適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う可能性がある。ゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ７ 

(Seminars H7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

The subject of research is modern Japanese history. In the class, students will engage in basic literature reading on modern 

Japanese history, including history of the common people, social movements, and women, and create reports and hold 

discussions based on the reading. As the classes emphasize discussions and presentations of opinions, the class attendance is 

a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ８ 

(Seminars H8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

In addition to learning knowledge and research methods related to modern Japanese history, students will prepare for setting 

their own research subjects. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

The subjects of the research will involve modern Japanese history. In the class, students will engage in basic literature reading 

on modern Japanese history, including history of the common people, social movements, and women, and create reports and 

hold discussions based on the reading. As the classes emphasize discussions and presentations of opinions, the class 

attendance is a must. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ９ 

(Seminars H9) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するため基礎を理解す

る。 

 

Students will deepen their historical awareness based on the historical materials, set their own issues in contemporary 

Japanese history, and understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１０ 

(Seminars H10) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H９に引き続き、日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証する

ため基礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H9, students will deepen their awareness of history based on historical materials, will set their own 

issues in contemporary Japanese history, and will understand fundamentals for verifying these, while learning the basics of 

contemporary Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。最後に，1 年間のゼミでの研究成

果を小論文にまとめる。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. Finally, students will summarize their one-year research results in a short essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 
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授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１３ 

(Seminars H13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（１） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についての理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者３名を目処に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, three-or-so participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. まとめ 

 

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

発表前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１４ 

(Seminars H14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（２） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についても理解を深める。 

 

Students will set their own research themes and deepen their understanding of East Asian and ancient Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

In each session, participants will give research presentations. The content of the class is subject to change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. 発表会 

 

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

報告前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言の回数と内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１５ 

(Seminars H15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・論文の読解能力を高める。 

・史料の読解能力を高める。 

・予備論文の執筆を目指す。 

 

・ Improve reading comprehension of papers. 

・ Improve reading comprehension of historical materials. 

・ Aim to write a preliminary treatise. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、以下の三点から構成される。 

①論文輪読 

②史料輪読 

③自由報告 

まず、日本中世史の論文や史料を読む訓練を行う（①・②）。論文はこれからの議論の前提として押さえておくべき重要なもの、極

力最新のホットなものを、また、史料は中世後期の基本的なものを選ぼうと考えている。そのうえで、自らの設定したテーマの先

行研究や史料を収集・分析して報告し、他ゼミ生や教員と議論を深める（③）。これらの作業をとおして、予備論文の準備に努め

ていただく。 

 

This exercise consists of the following three points. 

① Treatise reading 

② Reading historical materials 

③ Free report 

First, we will train to read treatises and historical materials of medieval Japanese history (①・②). I will select the important 

ones that should be kept as a premise for future discussions, the hottest ones as much as possible, and the basic historical 

materials of the late Middle Ages. After that, we will collect, analyze and report on previous research and historical materials on 

the theme that we have set, and deepen discussions with other seminar students and faculty members (③). Through these 

tasks, please try to prepare a preliminary paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 論文・史料輪読① 

3. 論文・史料輪読② 

4. 論文・史料輪読③ 

5. 論文・史料輪読④ 

6. 論文・史料輪読⑤ 

7. 論文・史料輪読⑥ 

8. 論文・史料輪読⑦ 

9. 論文・史料輪読⑧ 

10. 論文・史料輪読⑨ 

11. 論文・史料輪読⑩ 

12. 論文・史料輪読⑪ 

13. 論文・史料輪読⑫ 

14. 論文・史料輪読⑬ 

 

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

コロナ状況と相談しつつも、全国各地の博物館や図書館等へは可能な限り赴いてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは初回に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山哲雄ほか、2014、『日本中世史入門 論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:9784585220794) 

2. 中世後期研究会、2007、『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版 (ISBN:9784784213719) 

3. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082730) 

4. 歴史学研究会、2016、『日本史史料 2 中世』、岩波書店 (ISBN:9784007304422) 

5. 大学の歴史教育を考える会、2016、『わかる・身につく 歴史学の学び方』、大月書店 (ISBN:9784272412365) 

6. 村上紀夫、2019、『歴史学で卒業論文を書くために』、創元社 (ISBN:9784422800417) 

7. 浜田久美子、2020、『日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083706) 

その他、演習中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定であるが、コロナ状況によりオンラインに切り替えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１６ 

(Seminars H16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・論文の読解能力を高める。 

・史料の読解能力を高める。 

・予備論文の執筆を目指す。 

 

・ Improve reading comprehension of papers. 

・ Improve reading comprehension of historical materials. 

・ Aim to write a preliminary treatise. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、以下の三点から構成される。 

①論文輪読 

②史料輪読 

③自由報告 

まず、日本中世史の論文や史料を読む訓練を行う（①・②）。論文はこれからの議論の前提として押さえておくべき重要なもの、極

力最新のホットなものを、また、史料は中世後期の基本的なものを選ぼうと考えている。そのうえで、自らの設定したテーマの先

行研究や史料を収集・分析して報告し、他ゼミ生や教員と議論を深める（③）。これらの作業をとおして、予備論文の準備に努め

ていただく。 

 

This exercise consists of the following three points. 

① Treatise reading 

② Reading historical materials 

③ Free report 

First, we will train to read treatises and historical materials of medieval Japanese history (①・②). I will select the important 

ones that should be kept as a premise for future discussions, the hottest ones as much as possible, and the basic historical 

materials of the late Middle Ages. After that, we will collect, analyze and report on previous research and historical materials on 

the theme that we have set, and deepen discussions with other seminar students and faculty members (③). Through these 

tasks, please try to prepare a preliminary paper.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 自由報告① 

3. 自由報告② 

4. 自由報告③ 

5. 自由報告④ 

6. 自由報告⑤ 

7. 自由報告⑥ 

8. 自由報告⑦ 

9. 自由報告⑧ 

10. 自由報告⑨ 

11. 自由報告⑩ 

12. 自由報告⑪ 

13. 自由報告⑫ 

14. 自由報告⑬ 

 

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

コロナ状況と相談しつつも、全国各地の博物館や図書館等へは可能な限り赴いてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山哲雄ほか、2014、『日本中世史入門 論文を書こう』、勉誠出版 (ISBN:9784585220794) 

2. 中世後期研究会、2007、『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版 (ISBN:9784784213719) 

3. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082730) 

4. 歴史学研究会、2016、『日本史史料 2 中世』、岩波書店 (ISBN:9784007304422) 

5. 大学の歴史教育を考える会、2016、『わかる・身につく 歴史学の学び方』、大月書店 (ISBN:9784272412365) 

6. 村上紀夫、2019、『歴史学で卒業論文を書くために』、創元社 (ISBN:9784422800417) 

7. 浜田久美子、2020、『日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083706) 

その他、演習中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定であるが、コロナ状況によりオンラインに切り替えることもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１７ 

(Seminars H17) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世史料の読解能力を高めるとともに、自らの研究テーマについて実践的な研究をすすめる。 

 

Students will enhance their ability to comprehend early modern historical materials, and will engage in practical research on 

their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次で培った史料読解能力をさらに鍛えるべく、史料の講読を継続する。また各自の研究テーマに関わる文献の精読によって

論点を絞り込み、卒論に利用する資料を探していく。こうした文献や史料の内容を整理し、仮設を組み立てて報告し、各自の研究

テーマを深めていくこととしたい。基本的には 

Ⅰ 近世の史料を輪読して内容を検討する 

Ⅱ 先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自や半単位で史料分析や研究の現状を報告して討論する 

この 3 つの内容を適宜組み合わせてすすめる。 

 

Students will continue to read historical materials in order to further train the ability to comprehend historical materials 

cultivated in the second year. Through careful reading of literature related to their research themes, students will narrow down 

their issues and search for materials of use in their graduation theses. Students should organize the content of such literature 

and historical materials, construct hypotheses, give reports, and deepen their research themes. Essentially, students will 

proceed by combining content from the following three activities: 

I) Perform group reading of early modern historical materials and examine the content 

II) Examine prior research and important literature 

III) Report on and examine the current state of research and analysis of historical materials, for each half-credit 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究報告および討論（１） 

2. 参加者の研究報告および討論（２） 

3. 参加者の研究報告および討論（３） 

4. 史料の読解（１） 

5. 史料の読解（２） 

6. 史料の読解（３） 

7. 史料の読解（４） 

8. 史料の読解（５） 

9. 史料の読解（６） 

10. 史料の読解（７） 

11. 史料の読解（８） 

12. 史料の読解（９） 

13. 史料の読解（10） 

14. 史料の読解（11) 

 

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

史料や文献は必ず事前に読み込み、わからない語句を調べるなど十全な予習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 
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参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料館や博物館、文書館などを見学したり、フィールド調査や巡検などを行う場合がある。またゼミ合宿を行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１８ 

(Seminars H18) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する各自の研究テーマを深め，予備論文や卒業論文に向けての研究をすすめることで，卒業論文の執筆に取り

組む段階に至ることを目的とする。 

 

Students will aim to reach the stage of writing their graduation theses by deepening their own research themes concerning early 

modern Japanese history and by engaging in research for their preliminary theses and graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 H15 の内容を継続し，各自の研究テーマについて，先行研究の整理や読解した史料の内容をもとに仮説的な見通しをたて

て，適宜レジュメにまとめて報告する。最後にそれらをまとめて，卒論への一階梯とする。具体的には， 

Ⅰ 各自の研究に関わる近世史料を取り上げて，その内容を検討する 

Ⅱ 各自の研究に関わる先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自が研究の現状を報告して討論する 

この３つの内容を適宜組み合わせてすすめる。なおそれぞれの研究の進展具合にあわせて，ⅠⅡⅢそれぞれの割合について

は，臨機応変に対応する。 

またあわせてグループごとに史料解釈をふまえた研究報告を行うことも予定している。 

 

Continuing the content from Seminars H15, students will establish hypothetical perspectives based on the organization of prior 

research and on the content of historical materials they have comprehended, and will create outlines and report on these as 

appropriate. Finally, students will assemble these as a step toward their graduation theses. Specifically, students will proceed by 

combining content from the following three activities: 

I) Take up early modern historical materials related to students' research, and examine the content 

II) Examine prior research and important literature related to students' research 

III) Report on and examine the current state of research 

  The relative proportions of I, II, and III will be adjusted flexibly according to the progress of students' research. 

The course also plans to have students give research reports based on each group's interpretation of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告・討論（１） 

2. 参加者による報告・討論（２） 

3. 参加者による報告・討論（３） 

4. 参加者による報告・討論（４） 

5. 参加者による報告・討論（５） 

6. 参加者による報告・討論（６） 

7. 参加者による報告・討論（７） 

8. 参加者による報告・討論（８） 

9. 参加者による報告・討論（９） 

10. 参加者による報告・討論（１０） 

11. 参加者による報告・討論（１１） 

12. 参加者による報告・討論（１２） 

13. 参加者による報告・討論（１３） 

14. 参加者による報告・討論（１４） 

 

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

報告の準備が必要。研究書もしくは史料をつねに新たに読み込んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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適宜、必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時以外に、博物館や史跡見学などのフィールドワークを行う場合がある。またゼミ合宿などを行う場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１９ 

(Seminars H19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to organize prior research, collect historical materials, and perform readings related to their research, on the 

premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文を執筆することを前提に、必要な準備作業を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究の整理や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらう。その上で，史料調

査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will perform necessary preparatory 

work on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the organization of 

specific prior research and the presentation of historical materials related to the themes they wish to pursue. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

報告準備のために、十分に時間をとって先行研究の講読・整理、史料の収集と講読を行うこと。 

常に自分の研究テーマを中心とした日本近代史の文献・史料の探索、講読を行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２０ 

(Seminars H20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読を行うことを目的とする。 

 

Students will aim to organize prior research, collect historical materials, and perform readings related to their research, on the 

premise of writing graduation theses on research themes related to modern Japanese history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文を執筆することを前提に、必要な準備作業を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究の整理や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらう。その上で，史料調

査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

Students who wish to pursue research themes involving modern Japanese history studies will perform necessary preparatory 

work on the premise of writing graduation theses. Students will create and report on outlines based on the organization of 

specific prior research and the presentation of historical materials related to the themes they wish to pursue. Based on this, the 

course will provide instruction on methods of surveying historical materials, reading historical materials, discussion of reports, 

writing of academic papers, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

報告準備のために、十分に時間をとって先行研究の講読・整理、史料の収集と講読を行うこと。 

常に自分の研究テーマを中心とした日本近代史の文献・史料の探索、講読を行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と質疑応答の内容(50%)/出席と授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２１ 

(Seminars H21) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H10に引き続き、日本現代史に関して史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証するための基

礎を理解する。 

 

Continuing from Seminars H10, students will deepen their awareness of history based on historical materials concerning 

contemporary Japanese history studies, will set their own issues in that field, and will learn fundamentals for verifying these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての社会経済史・環境史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者

全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行

う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における社会経済史・環境史に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。 

 

The subjects of research will involve contemporary Japanese history, especially socioeconomic and environmental history in the 

1970s and 1980s. All participants will prepare the specified literature and historical materials ahead of the class. In the class, 

one or two participants will take the role of reporter, after which all members will take part in Q&As based on the reports. 

Specifically, the course will include the following: 

1. Reading of fundamental literature concerning contemporary Japanese history 

2. Reading of historical materials concerning socioeconomic and environment history in the 1970s and 1980s 

3. Reading of related historical materials and literature, based on preceding in-class reading of historical materials 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interest, and will advance through 

repetition of the above steps 1-3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習し、不明な言葉などを調べておく。授業終了後には、当日の議論をまとめ、改めて史料・文献を

読みなおす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２２ 

(Seminars H22) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H21に引き続き，日本現代史への理解を深めるが，各自の研究テーマ決定との関連を重視して，日本現代史に関する研究

史への理解を深める。 

 

Continuing from Seminars H21, students will deepen their understanding of contemporary Japanese history studies and the 

history of research concerning those studies, with an emphasis on the relationship of these with the setting of research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史における主要な研究書・論文の講読をしつつ，演習 H21に引き続き日本現代史, なかでも 1960～1990 年代を対象と

する。授業は，指定した文献や史料を参加者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その

報告に基づき全員が質疑応答する形式で行う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する学術書・学術論文の講読 

２. 1970〜90 年代に関する史料読み 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～２を繰り返して，授業を進める。 

 

Students will read key research documents and academic papers in contemporary Japanese history studies, and, continuing 

from Seminars H21, will target contemporary Japanese history studies, particular from the 1960s to 1990s. All participants will 

prepare the specified literature and historical materials ahead of class. In the class, one or two participants will take the role of 

reporter, after which all members will take part in Q&A based on the reports. Specifically, the course will address the following 

points: 

1. Reading of scholarly documents and academic papers concerning contemporary Japanese history studies 

2. Reading of historical materials concerning the 1970s to 1990s 

The class will judge progress with an emphasis on students' degree of understanding and interests, and will advance through 

repetition of the above steps 1-2. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。また、授業終了後において、当日の議論を振り返り、日本現代史研究にとって必

要な視点や事実関係をノートにまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１１ 

(Seminars H11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解する

とともに、この時期の史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century) and 

will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical materials of the period 

and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の概略を理解するための文献を講読し、各人が担当部分について調査・発表し、ディスカッション

を行いつつ、教員が適宜解説を加える。また、歴史に関わる基礎的な事項の解説、簡単な史料の読解を行う。 

 

Students will read literature to gain an overview of the early modern to modern transition period in Japan (the Bakumatsu and 

Restoration periods). Students will investigate and give presentations on the portions under their charge, and the faculty 

member will add commentary as appropriate during discussions. In addition, the faculty member will explain fundamental matters 

related to history studies, and will lead comprehension of simple historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、各人の興味・関心の発表、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解入門（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解入門（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、基礎的事項の解説（１） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、基礎的事項の解説（２） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、基礎的事項の解説（３） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、基礎的事項の解説（４） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（１） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（２） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（３） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（４） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（５） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（６） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。基礎的事項の解説・史料読解については復習をする。予習・復習の成果は毎回の簡単な

小テストで確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青山忠正、2012、『日本近世の歴史６ 明治維新』、吉川弘文館 (ISBN:9784642064347) 

別にテキストを追加することもありうる。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

史跡や博物館を見学する調査・合宿を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１２ 

(Seminars H12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解する

とともに、この時期の史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge of the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century) and 

will learn an overview of the history of the period, while acquiring the ability to comprehend historical materials of the period 

and cultivating an attitude of pursuing topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、近世近代移行期（幕末維新期）の主要な歴史事象に関わる史料を読み、グループごとに解読・調査・発表し、ディスカッ

ションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。後半は、各人が興味・関心のあるテーマについて調べて報告し、ディスカッションを

行う。 

 

In the first half of the course, students will read historical materials related to major historical events of the early modern to 

modern transition period in Japan (the Bakumatsu and Restoration periods). Each group will decipher, examine, and give 

presentations on the materials, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. In the second 

half of the course, students will investigate and report on their individual themes of interest, and will engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 史料読解のための導入解説 

3. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

4. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

5. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

6. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

8. 史料の講読・発表・ディスカッション（６） 

9. 研究報告の方法の提示、各人の研究の予備報告 

10. 各人の研究報告（１） 

11. 各人の研究報告（２） 

12. 各人の研究報告（３） 

13. 各人の研究報告（４） 

14. 各人の研究報告（５）、総括 

 

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

次の授業で講読する史料を読んできて、授業後には復習を行うこと。史料講読の予習・復習の成果は、小テストで確認する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/予習・復習確認小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

史料はプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

史跡や博物館を見学する調査・合宿を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１ 

(Seminars I1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワークを学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と環境とのかかわりを，人間を主体とした文化・生態・環境を軸としてとらえ，相互の関係性にたった理解の方法を学ぶ。 

 

This class will observe the relationship between human beings and the environment from a viewpoint of culture, ecology, and 

environment with humans as the main actors. Students will learn methods of understanding based on mutual relevance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな自然と人間との関わりあいの文化環境学的研究を地理学，生態人類学などのテキストとフィールドワークから

理解する。 

「環境」「生態」「文化」に関して，その概念と方法論を参考文献および資料の講読と事例研究より学ぶ。課題に関して実地調査も

行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，関心と理解を深

める。参加者による発表担当および議論進行分担およびゼミ運営の役割分担を行う。 

 

Drawing on texts and fieldwork, students will understand cultural/environmental studies research on the world's diverse 

relationships between nature and humans, in areas including geography and ecological anthropology. 

Students will learn concepts and methodologies concerning "environment," "ecological" and "culture" from readings and from 

case studies of reference literature and materials. Students will engage in field investigations of their subjects. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen interest and understanding. Participants will divide the tasks of presentation 

leader, discussion facilitator, and seminar manager. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の分野と課題 

2. 研究事例の紹介 

3. 研究テーマ設定１／各自の発表および議論 

4. 研究テーマ設定２／同上 

5. 研究テーマ設定３／同上 

6. フィールドでの発見１／同上 

7. フィールドでの発見２／同上 

8. 発見から研究へ／研究方法の紹介 

9. 発表１・研究レビュー／各自の発表および議論 

10. 発表２・研究レビュー／同上 

11. 発表３・研究レビュー／同上 

12. 発表４．フィールド調査結果／同上 

13. 発表５．フィールド調査結果／同上 

14. まとめと今後の課題設定 

 

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

日常の生活や事象・文化に関心をもち、問題発見に努める。 

関連する書籍や論文等に目を通し、テーマ設定や研究史の理解に努めるとともに読書力をつける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２ 

(Seminars I2) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然と人間の関係」、「文化環境学」への関心を高め，その研究の枠組みと方法を，地理学，生態人類学など危難となる学問分

野の概説書，論文，実地の体験から学ぶ。 

 

The class will enhance students' interest in "the relationship between nature and humanity" and "cultural/environment 

studies." From outline documents, academic papers, and practical experience involving geography, ecological anthropology, and 

other fields, students will learn about frameworks and methods for researching these. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期演習Ｉ1 の成果をふまえて，自然と人間との関わり合いの研究に関連する地理学，生態人類学等の論文を講読し，研究対

象，方法，実証の仕方をまとめ，発表する。自らの調査によるデータを用いて分析を行い，考察に関して報告も行う。また，それら

の成果のまとめも行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，研究方法の理解

を深める。参加者による発表担当および議論進行の分担を行う。 

 

Based on the results of the Spring Semester Seminars I1, students will read academic papers on geography, ecological 

anthropology, etc. related to the study of the relationship between nature and human beings, and will summarize and give 

presentations on research subjects, methods, and means of demonstration. Students will perform analysis using data from their 

own surveys, and will also report on their studies. Students will also summarize their findings. 

In each class, leaders will give presentations and students will engage in discussion. The class will introduce content, pose 

related questions, and engage in debate to deepen understanding. Participants will share the roles of presentation leader and 

discussion facilitator. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の研究レビュー 

2. 課題発表１／各自の発表と議論 

3. 課題発表２／同上 

4. 課題発表３／同上 

5. 研究論文の読み方／学術誌と課題論文紹介 

6. 論文講読発表１／課題論文の発表と議論 

7. 論文講読発表２／同上 

8. 論文講読発表３／同上 

9. 論文講読発表４／選択論文の発表と議論 

10. 論文講読発表５／同上 

11. 論文講読発表６／同上 

12. フィールドワークテーマ発表１／各自の発表と議論同上 

13. フィールドワークテーマ発表２／同上 

14. まとめと今後の課題 

 

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

関係する研究論文と学術雑誌に目を通し、専門書を積極的に読み、専門研究分野の理解力と応用力を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ３ 

(Seminars I3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn basic methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ史に限らず、まずはたくさんのテクストを読むところから始めましょう。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を

深めていきます。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有賀夏紀, 油井大三郎, 紀平英作、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 (ISBN:978-4634640351) 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ４ 

(Seminars I4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
牧田 義也(MAKITA YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ史の学びを通じて、歴史学の視点と方法を修得する。 

 

By surveying major problems and issues in American History, students will learn basic methods and perspectives of historical 

studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクストの読解を中心に進める。学生は各回、共通のテクストを読み、レジュメを作成し、議論を深める方法について学んでいく。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. 最終回：討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』1~5 巻、東大出版会 (ISBN:978-4130250412) 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ５ 

(Seminars I5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究手法を学ぶ：イスラーム化以降の中東（西アジア）地域研究 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を研究をするために必須なアカデ

ミック・マナーおよびアカデミック・スキルを習得する。 

・ひとつのトピックについて、著者による見解の相違があることを認識する。 

・自分が実行な研究方法とは何なのかをよく考えて、卒論に何らかの形でつながるテーマを見出す。 

・他の受講生の発表を理解した上で、建設的な助言・質問を行う力を身につける。 

 

This course is designed to provide the students with an opportunity to develop their academic skills in conducting research in 

history, religion, culture (including art and architecture), economy, and politics in the Middle East and other areas after the Hijra, 

the migration of the Prophet Muhammad and his followers from Mecca to Medina in 622. There are required to recognize the 

different views among scholars on a particular topic, seek the feasible and suitable methods for writing the BA thesis, and 

obtain skills in formulating questions and giving constructive feedbacks to the classmates.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治に関して、各自が興味・関心をも

つテーマを設定し、そのテーマに関する複数の史料や参考文献を収集する（第 1 回から第 3 回）。 

 

続いて、第 4 回から第 8 回までは、受講者の関心に合わせて、輪読を行う。 

 

 最後に、第 9 回から第 14 回までの研究報告では、各回の担当者（2 名もしくは 3 名）に対し、以下のいずれかを行うことが求め

られる：①自らのリサーチ・クエスチョンが生じた背景について、複数の先行研究をふまえて報告する or ②先行研究の中で特に

重要であると考えられる論文・図書 1 点の内容について紹介した上で、適切に批評する。 

 

 研究報告の進め方、各々の発表に対するフィードバックの方法の詳細については初回授業時に説明するので、必ず出席するこ

と。 

 

The students are required to select a certain topic about history, religion, culture (including art and architecture), economy, and 

politic in the Middle East after the Hijra and search for the primary and secondary documents on that topic (Class 1, 2, and 3). 

Then, they will take turns to review and summarize the content of a textbook (TBA) and lead a discussion over its topic with 

other students (Class 4, 5, 6, 7 and 8). Finally, they should either 1) report on the background of their research question or 2) 

summarize and critically analyze the previous study which they believe to be important, by giving a powerpoint presentation. 

The detailed instructions for the assignments will be provided in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本演習の目的と概要の説明およびゼミメンバーの関心の所在の把握（ビブリオバトル） 

2. インプットの方法①：イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を対象と

した研究を行うために必要な様々な工具（オンラインのデータベース等を含む）の利用方法を習得する。受講者の関心を確

認しつつ、第 4 週〜第 8 週にかけて輪読する書籍および各週の担当者を決定する。 

3. インプットの方法②：一次史料や二次史料（文字史料だけではなく、物的史料を含む）の解釈にあたり、さまざまな学問的ア

プローチが可能であるということと、論者により見解の相違があるということを認識し、自分にとって実行可能な研究手法が

何であるのかについて検討する。 

4. 輪読①Aが報告者、B がディスカッサントを担当する。 

5. 輪読②C、D が報告者、Eがディスカッサントを担当する。 

6. 輪読③F、Gが報告者、H がディスカッサントを担当する。 

7. 輪読④I、J が報告者、Kがディスカッサントを担当する。 

8. 輪読⑤Lが報告者、M がディスカッサントを担当する。 

9. フィードバックの手順についての説明を行ったのち、担当者 A、B が研究報告を行う（質疑応答込で 30 分 x2）。 

10. 担当者 C、D、Eが研究報告を行う（質疑応答込で 30 分 x3）。 

11. 担当者 F、G、Hが研究報告を行う（質疑応答込で 30 分 x3）。 
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12. 担当者 I、J、Kが研究報告を行う（質疑応答込で 30 分 x3）。 

13. 担当者 L、M が研究報告を行う（質疑応答込で 30 分 x2）。全体の総括を行う。 

14. 「Master of Writing」を参照しながら、最終レポート作成に関する注意点の説明を行う（研究報告予備日）。 

 

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

必ず、次回の演習で扱う研究書・論文を予習した上で授業に臨むこと。研究報告後の全体討議で得た助言や質問等を参考にし

て、最終レポートをまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内プレゼンテーション（1 回目：25％、2 回目：25%）(50%)/発表者に対する助言・質問および

全体討議への貢献度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷部史彦編、2014、『地中海世界の旅人：移動と記述の中近世史』、慶應義塾大学言語文化研究所 (ISBN:978-4-7664-

2129-3) 

輪読文献候補の一つです。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終レポートの提出にあたっては、Blackboardを利用すること。初回授業時に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤと

パスワードを確認しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx  

 

注意事項（Notice） 
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■AC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ６ 

(Seminars I6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究手法を学ぶ：イスラーム化以降の中東（西アジア）地域研究 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を研究をするために必須なアカデ

ミック・マナーおよびアカデミック・スキルを習得する。 

・ひとつのトピックについて、著者による見解の相違があることを認識する。 

・自分が実行な研究方法とは何なのかをよく考えて、卒論に何らかの形でつながるテーマを見出す。 

・他の受講生の発表を理解した上で、建設的な助言・質問を行う力を身につける。 

 

This course is designed to provide the students with an opportunity to develop their academic skills in conducting research in 

history, religion, culture (including art and architecture), economy, and politics in the Middle East and other areas after the Hijra, 

the migration of the Prophet Muhammad and his followers from Mecca to Medina in 622. There are required to recognize the 

different views among scholars on a particular topic, seek the feasible and suitable methods for writing the BA thesis, and 

obtain skills in formulating questions and giving constructive feedbacks to the classmates.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治に関して、各自が興味・関心をも

つテーマを設定し、そのテーマに関する複数の史料や参考文献を収集する（第 1 回から第 4 回）。 

 

 続く第 5 回から第 7 回までは、当該テーマについてどのような学問的手法でアプローチし、リサーチ・クエスチョンを立てるつもり

であるかについて、クラス全員と情報を共有する。 

 

 最後に、第 8 回から第 14 回までの研究報告では、各回の担当者（1 名もしくは 2 名）に対し、以下のいずれかを行うことが求め

られる：①自らのリサーチ・クエスチョンが生じた背景について、複数の先行研究をふまえて報告する or ②先行研究の中で特に

重要であると考えられる論文・図書 1 点の内容について紹介した上で、適切に批評する。 

 

 研究報告の進め方、各々の発表に対するフィードバックの方法の詳細については初回授業時に説明するので、必ず出席するこ

と。 

 

The students are required to select a certain topic about history, religion, culture (including art and architecture), economy, and 

politic in the Middle East and other areas after the Hijra and search for the primary and secondary documents on that topic 

(Class 1, 2, 3, and 4). Then, they will share the information about their methodology and approach with the classmates  (Class 

5, 6, and 7). Finally, they should either 1) report on the background of their research question or 2) summarize and critically 

analyze the previous study which they believe to be important, by giving a powerpoint presentation. The detailed instructions for 

the assignments will be provided in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：本演習の目的と概要の説明およびゼミメンバーの関心の所在の把握 

2. インプットの方法①：イスラーム化以降の中東を中心とした地域の歴史、宗教、文化（美術・建築含む）、経済、政治を対象と

した研究を行うために必要な様々なツールの利用方法を習得する。 

3. インプットの方法②：一次史料や二次史料（文字史料だけではなく、物的史料を含む）の解釈にあたり、さまざまな学問的ア

プローチが可能であるということと、論者により見解の相違があるということを認識し、自分にとって実行可能な研究手法が

何であるのかについて検討する。 

4. アウトプットの方法：論文の読み方と書き方（適切な注や参考文献一覧の書き方についての作法を含む）に加え、パワーポ

イントを用いた効果的な研究発表のコツを学ぶ。 

5. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討①：担当者 A、B、C、D が研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、クラ

ス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 

6. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討②：担当者 E、F、G、Hが研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、クラ

ス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 

7. リサーチ・クエスチョンの立て方の検討③：担当者 I、J、K、L、Mが研究進捗状況の報告を行なったのち（各 15 分程度）、ク

ラス全体でそれらに対して質問し助言を行う。 
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8. 担当者 A と B が研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

9. 担当者 C と D が研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

10. 担当者 E と Fが研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

11. 担当者 G と Hが研究報告を行う（質疑応答込で 50 分 x2）。 

12. 担当者 I と J が研究報告を行う（質疑応答込で 50 分 x2）。 

13. 担当者 K と Lが研究報告を行う（質疑応答込で 50分 x2）。 

14. 担当者 M が研究報告を行う（質疑応答込で 50 分）。加えて、全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明を行

う。 

 

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

必ず、次回の演習で扱う研究書・論文を予習した上で授業に臨むこと。研究報告後の全体討議で得た助言や質問等を参考にし

て、最終レポートをまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表 x2（1 回目：10％、2回目：30%）(40%)/発表者に対する助言・質問および全体討議への

貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小杉泰, 林佳代子, 東長靖編、2008、『イスラーム世界研究マニュアル』、名古屋大学出版社 (ISBN:9784815805944) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終レポートの提出にあたっては、Blackboardを利用すること。初回授業時に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤと

パスワードを確認しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx  

 

注意事項（Notice） 
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■AC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ７ 

(Seminars I7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（１） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学は、さまざまな地域に暮らす人間の思考様式や実践の比較検討を通して、「人類とは何か」という問いに答えることを

目指す学問である。この演習では、文化人類学の基礎的な考え方と方法を、世界各地の身体をめぐる実践や宗教的観念、家族・

親族、ジェンダーとセクシュアリティなどさまざまな事例を通して学ぶ。同時に、これまで自明視してきた価値規範について客観

的・批判的に分析する力を養う。さらに、受講生の興味関心とこれらのトピックを関連付けて思考する力を育成する。場合によって

は、小規模のグループ・フィールドワークを行うこともある。初回は対面授業とし、以後は履修者との相談により決定する。 

 

The ultimate goal of cultural anthropology is to answer the question, "what is human beings?" through a comparative study of 

modes of thoughts and practices in various regions. In this class, we will learn the basic ideas and methods of cultural 

anthropology through case studies on  practices related to human bodies and religious thought, family and kinship, gender and 

sexuality around the world. At the same time, we will cultivate our ability to analyze the value norms that they have taken for 

granted objectively and critically. Depending on the situation, we are going to conduct group fieldwork.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文化・社会人類学に関する文献の輪読および学生の研究発表を中心とする。輪読では、発表者とコメンテータを毎回決め、受講

生全員で議論を行う。学生の発表は、学生の関心に基づいてテーマを決め、グループ発表や個人発表を行う。 

 

This class focuses on reading the literature on cultural and social anthropology. Also, student make research presentations 

based on their interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ８ 

(Seminars I8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化論（２） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、文化人類学の基本となるフィールドワークの手法や文献講読、比較文化間研究について具体的なトピックとともに

学ぶ。トピックについては、履修者の興味関心に応じて相談の上決定する。履修者は自身の研究課題について自主的に研究を

進め、進捗状況を発表し意見交換をすることが求められる。初回は対面で実施し、以後は履修者との相談により決定する。 

 

In this class, we will learn methodology on anthropological fieldwork, reading ethnography, and comparative study among several 

societies through several topics. Topics are selected according to student's interests. Students explore one's research topic 

and make presentations about progress.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文献の輪読および学生の研究発表を中心とする。輪読では、発表者とコメンテータを毎回決め、受講生全員で議論を行う。学生

の研究発表では、各自がテーマを決め、グループ発表あるいは個人発表を行う。場合によっては、小規模のフィールドワークを行

うこともある。 

 

This class focuses on reading the literature on cultural anthropology. Also, students make research presentations based on their 

interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 総括 

 

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

指定のテキストを事前に精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論貢献度とコメント(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ９ 

(Seminars I9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本各地の代表的な都市や農村の風土や歴史を，新旧地形図や統計などを利用して考察し，地域に対する興味や関心を高め

る。 

 

Students will examine the climate and history of typical cities and rural areas in various regions of Japan using both new and old 

topographic maps, statistics, and other resources, to heighten interest toward those regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全国を網羅する『地図で読む百年』シリーズの著書の中から，各自興味・関心のある都市や農村を選択して，その内容をパワー

ポイントや OHC（教材提示装置）などを使って授業で紹介し，全体討論を行う。第１回目の授業以降，参加者による発表と全体討

論を繰り返し，日本における都市や農村の地域的特性への理解を深める。 

 

From the Chizu de yomu hyaku-nen series of books that cover all of Japan, students will select cities and rural areas of 

interest, introduce the content in class using PowerPoint, OHC (teaching material presentation equipment), etc., and will engage 

in general debate. Beginning with the first class, the course will repeat presentations and general debate by participants to 

deepen their understanding of the regional characteristics of cities and rural areas in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告（１） 

2. 参加者による報告（２） 

3. 参加者による報告（３） 

4. 参加者による報告（４） 

5. 参加者による報告（５） 

6. 参加者による報告（６） 

7. 参加者による報告（７） 

8. 参加者による報告（８） 

9. 参加者による報告（９） 

10. 参加者による報告（１０） 

11. 参加者による報告（１１） 

12. 参加者による報告（１２） 

13. 参加者による報告（１３） 

14. 参加者による報告（１４） 

 

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

『地図で読む百年』シリースは，全冊が立教大学の図書館に配架されているので，事前にその内容を確認して準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

寺阪・平岡・元木編『関東１地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１０ 

(Seminars I10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な地域を取り上げて研究テーマを設定し，グループでの事前学習を行い，実際のフィールドワークへと結びつける能力を

養う． 

 

Students will take up a specific region, set research themes, engage in prior learning as a group, and cultivate the ability to 

connect this to actual fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ9で学んだ地域の調べ方をもとに，実際にフィールドワークを想定した調査・研究能力の習得を目指した授業を展

開する．具体的には，東京とその近郊のある地域を選定し，その自然環境や土地利用の変遷，地域開発の歴史，人口構成の変

化などをテーマに，新旧の地形図，統計，文献資料などをもとに調べる．さらにその成果を授業内で発表して議論を深め，最終的

に報告書としてまとめる．なお， 調査する地域やテーマ，担当などについては，第１回目の授業時に相談の上決定するので．必

ず出席すること。 

 

Based on methods for surveying regions learned in Seminars I9 in the spring semester, the course will conduct classes aimed at 

having students acquire survey and research abilities on the assumption of actual fieldwork. Specifically, students will select 

regions in Tokyo and its suburbs, and will survey new and old topographical maps, statistics, literature, etc. on themes such as 

changes in the natural environment and land use, the history of regional development, and changes in population composition. 

Students will further present their findings in class to deepen discussion, and will finally summarize the findings in reports. 

Students are expected to attend the first class, as themes and regions to survey, leaders, etc. will be determined through 

consultation in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：具体的な調査地域の検討とグルーピング 

2. 各グループによる報告（１） 

3. 各グループによる報告（２） 

4. 各グループによる報告（３） 

5. 各グループによる報告（４） 

6. 各グループによる報告（５） 

7. 各グループによる報告（６） 

8. 各グループによる報告（７） 

9. 各グループによる報告（８） 

10. 各グループによる報告（９） 

11. 各グループによる報告（１０） 

12. 各グループによる報告（１１） 

13. 各グループによる報告（１２） 

14. 各グループによる報告（１３） 

 

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

東京とその近郊を中心に，興味･関心のある地域の歴史や風土，文化などに関する文献研究を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および議論の内容(40%)/報告書の内容(30%)/出席および授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 
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寺阪・平岡・元木編『関東１地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 285 - 

■AC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１３ 

(Seminars I13) 

担当者名 

（Instructor） 
湯澤 規子(YUZAWA NORIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの専門書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through specialized documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者自らが研究テーマを見つけて，研究を進める。従来の研究と自らの問題意識とをあわせてテーマを決め，調査計画をたて

て，フィールドワークを実施する。それをもとにデータを分析・考察を行う。関連分野の論文の講読と自らの研究テーマに関する研

究レビューを積極的に行う。研究テーマの設定，関連する研究のレビュー，研究方法の構築，分析，考察について参加者と討論

を深め，自ら実践できるようにする。 

 

Course takers will find their own research themes and advance their research. Students will determine themes combining past 

research with their own awareness of issues, formulate survey plans, and carry out fieldwork. Based on this, students will 

analyze and consider data. Students will actively read academic papers in related fields and perform research reviews related to 

their research themes. The course will deepen debate with participants concerning the setting of research themes, reviews of 

related research, and construction, analysis, and consideration of research methods, and will enable participants to put these 

into practice on their own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学のテーマ／これまでの研究例の紹介 

2. テーマ発表１／各自の発表と議論 

3. テーマ発表２／同上 

4. テーマ発表３／同上 

5. データの分析方法／方法の紹介 

6. 分析発表１／各自の発表と議論 

7. 分析発表２／同上 

8. 分析発表３／同上 

9. データの考察から展望へ／方法の紹介 

10. 考察発表１／各自の発表と議論 

11. 考察発表２／同上 

12. 考察発表３／同上 

13. 論文のまとめ方 

14. 課題の提示 

 

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

関連専門書を読み、文章力を高め、分析・考察をより深められるように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１４ 

(Seminars I14) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの基盤となる学問

分野の概説書，論文，実地の体験から学ぶ。 

 

Regarding elucidation of the mutual relationships among "environment," "ecology," and "culture," students will learn about 

research subjects, methods, and means of demonstration through summary documents, academic papers, and practical 

experience involving geography, ecological anthropology, and other fields. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期Ｉ13 に引き続き，各自の研究テーマについて議論を深める。フィールドワークの結果を用いて自らの関心とその分析方法

の理解を深める。以下の項目に関して毎回の担当者の発表と参加者による討論を通じて，分析，考察，論文記述を中心に学ぶ。 

1. 研究テーマに応じた議論の構築 

2. 研究枠組みと方法論の吟味 

3. 先行研究のレビュー 

4. 問題の設定と限定 

5. 予備調査とそれに基づく分析と課題 

 

Continuing from spring semester I13, the course will deepen discussions of research themes. Using the findings of their 

fieldwork, students will deepen their understanding of their interests and methods for their analysis. Students will learn with a 

focus on analysis, consideration, and academic paper writing through presentations by leaders and discussions by participants in 

each session concerning the following items. 

1. Construction of discussions matched to research themes 

2. Close examination of research frameworks and methodologies 

3. Review of prior research 

4. Setting and limiting of issues 

5. Preliminary survey, and analyses and topics based on this 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の確認 

2. 研究課題の構築と研究レビュー１／各自の発表と議論 

3. 研究課題の構築と研究レビュー２／同上 

4. 研究課題の構築と研究レビュー３／同上 

5. 研究課題の構築と研究レビュー4／同上 

6. 予備調査データの収集と分析１／同上 

7. 予備調査データの収集と分析２／同上 

8. 予備調査データの収集と分析３／同上 

9. 予備調査データの収集と分析 4／同上 

10. 分析結果の考察と課題提示１／同上 

11. 分析結果の考察と課題提示２／同上 

12. 分析結果の考察と課題提示３／同上 

13. 分析結果の考察と課題提示 4／同上 

14. 今後の課題と論文のまとめ方 

 

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

自らのテーマに従い調査を行いデータを収集する。 

できるだけ多くの専門論文に目を通し、分析方法や論文記述の方法を理解した上で、自分の研究に反映させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１５ 

(Seminars I15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

Studying major issues and events in the history of the United States, students will learn advanced methods of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

The course also prepares students for preliminary graduation theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

3. アメリカ学会、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１６ 

(Seminars I16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
牧田 義也(MAKITA YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ史の学びを通じて、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

By studying major issues and problems in American History, students will learn advanced methods and perspectives of historical 

studies.  

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深めていく。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week.  

Students also prepare preliminary graduation theses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. 最終回：討議と展望 

 

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

課題テクスト・関連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） 

講義時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１７ 

(Seminars I17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合文化応用演習 1 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、 

(1) 研究課題の立て方と、最適な研究方法について学ぶ。 

(2) 自分の研究や先行研究を評価できるようになる。 

 

The goals of this course are to 

(1) Learn how to develop good questions and choose methods to best answer these questions. 

(2) Develop analytical skills that enable you to evaluate the quality of your own and other scholars’ research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は中級者向けのゼミナールである。受講者は研究課題や進捗状況に応じて、先行研究のレビュー、理論の紹介、研究

計画、データの要約、分析結果のいずれかについて発表する。 

 

The course takes the form of an intermediate seminar for undergraduate students and is discussion based. Each student must 

prepare a progress report. The content should be either a literature review, introduction of theory, research plan, data summary, 

or analysis result. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに/論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/研究内容について個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１８ 

(Seminars I18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合文化応用演習 2 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、 

(1) 研究課題の立て方と、最適な研究方法について学ぶ。 

(2) 自分の研究や先行研究を評価できるようになる。 

 

The goals of this course are to 

(1) Learn how to develop good questions and choose methods to best answer these questions. 

(2) Develop analytical skills that enable you to evaluate the quality of your own and other scholars’ research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は中級者向けのゼミナールである。受講者は研究課題や進捗状況に応じて、先行研究のレビュー、理論の紹介、研究

計画、データの要約、分析結果のいずれかについて発表する。 

 

The course takes the form of an intermediate seminar for undergraduate students and is discussion based. Each student must 

prepare a progress report. The content should be either a literature review, introduction of theory, research plan, data summary, 

or analysis result. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに/論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１/論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２/議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３/議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１/研究内容について個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２/同上 

8. 学生報告３/同上 

9. 学生報告４/同上 

10. 学生報告５/同上 

11. 学生報告６/同上 

12. 学生報告７/同上 

13. 学生報告８/同上 

14. まとめ/演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

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

報告の準備を十分に行って、演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１９ 

(Seminars I19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、フィールドワークをはじめとする文化人類学の方法論や研究論文の執筆方法を学ぶ。具体的には、学生個人が関

心に基づきテーマを設定し、進捗状況を報告し、議論を行う。初回は対面実施とし、以後は履修者との相談により決定する。 

 

In this class, we will learn the anthropological methodologies of cultural anthropology, including fieldwork, and how to write 

research papers. Specifically, students set themes based on their interests, report their progress, and discuss. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、文化人類学が行ってきた様々な研究方法――理論研究、史資料研究、インタビュー、参与観察――の可能性と限

界について、学生の個人研究を通じて検討する。これを通じて、個々人の研究関心を文化人類学的視点からとらえ直し、問いを

深める。また、フィールドワークや民族誌データを中心とする文化人類学的な研究論文の執筆方法を学び、学生個人の研究を発

展させる。 

 

In this class, the potential and limitations of various research methods conducted by cultural anthropology—theoretical 

research, historical material research, interviews, and participatory observations—are examined through student personal 

studies. Through this, the individual's research interests will be re-evaluated from a cultural anthropological perspective. 

Students will also learn how to write research papers on cultural anthropology, focusing on fieldwork and ethnographic data, and 

develop individual student research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究発表（１） 

3. 学生の研究発表（２） 

4. 学生の研究発表（３） 

5. 学生の研究発表（４） 

6. 学生の研究発表（５） 

7. 学生の研究発表（６） 

8. 学生の研究発表（７） 

9. 学生の研究発表（８） 

10. 学生の研究発表（９） 

11. 学生の研究発表（10） 

12. 学生の研究発表（11） 

13. 学生の研究発表（12） 

14. 学生の研究発表（13） 

 

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

フィールドワークや文献調査など、個人研究を進めること。また自身の発表にそなえ、データの整理・分析を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２０ 

(Seminars I20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論（２） 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、フィールドワークをはじめとする文化人類学の方法論や研究論文の執筆方法を学ぶ。具体的には、学生個人が関

心に基づきテーマを設定し、進捗状況を報告し、議論を行う。初回は対面実施とし、以後は履修者との相談により決定する。 

 

In this class, we will learn the anthropological methodologies of cultural anthropology, including fieldwork, and how to write 

research papers. Specifically, students set themes based on their interests, report their progress, and discuss. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、文化人類学が行ってきた様々な研究方法――理論研究、史資料研究、インタビュー、参与観察――の可能性と限

界について、学生の個人研究を通じて検討する。これを通じて、個々人の研究関心を文化人類学的視点からとらえ直し、問いを

深める。また、フィールドワークや民族誌データを中心とする文化人類学的な研究論文の執筆方法を学び、学生個人の研究を発

展させる。 

 

In this class, the potential and limitations of various research methods conducted by cultural anthropology—theoretical 

research, historical material research, interviews, and participatory observations—are examined through student personal 

studies. Through this, the individual's research interests will be re-evaluated from a cultural anthropological perspective.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究発表（１） 

3. 学生の研究発表（２） 

4. 学生の研究発表（３） 

5. 学生の研究発表（４） 

6. 学生の研究発表（５） 

7. 学生の研究発表（６） 

8. 学生の研究発表（７） 

9. 学生の研究発表（８） 

10. 学生の研究発表（９） 

11. 学生の研究発表（10） 

12. 学生の研究発表（11） 

13. 学生の研究発表（12） 

14. 学生の研究発表（13） 

 

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

フィールドワークや文献調査など、個人研究を進めること。また自身の発表にそなえ、データの整理・分析を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 298 - 

注意事項（Notice） 
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■AC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２１ 

(Seminars I21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域調査と論文作成 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

参加者各自の興味や関心に従って，人文地理学や文化人類学，民俗学などの文献を調べたり，自ら調査を実施したりして，その

内容を授業で的確に説明できる。 

 

Participants will be able to investigate literature in human geography, cultural anthropology, folklore studies, etc., conduct their 

own surveys, and accurately explain the content in class, according to their own interests. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者各自が興味関心のあるテーマと地域を選定して，それに関わる研究論文や著書などを読み，その内容をまとめたり，統計

資料を分析したり，自ら調査を実施したりして，その成果を授業で報告する。また，発表後の全体討論を通じて，内容理解の深化

と研究遂行に必要な基礎的能力の習得を図る。授業では参加者による発表と全体討論を繰り返しながら，各自の研究課題を明

確化し，それを遂行するための研究・調査方法を導く。 

 

Participants will select regions and themes of interest, read research papers and books related to these, summarize the 

content, analyze statistical data, conduct their own surveys, and report their findings in class. In addition, through general 

discussions after presentations, the course aims to have students deepen their understanding of the content and acquire the 

fundamental capabilities needed to conduct research. In the classes, participants will engage in repeated presentations and 

general discussions, clarify their research topics, and execute these under guidance on methods of research and surveying. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自，興味関心のあるテーマや地域に関する研究論文や著書を検索しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２２ 

(Seminars I22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域調査と論文作成 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学や地誌学とその周辺学問分野の成果を踏まえて各自の問題意識を明確化し，文献や資料のみならず自らの調査に基づ

いたオリジナルなデータを含めて，その結果を的確に説明できる．そして発表や推敲を積み重ねながら，論文に仕上げる． 

 

Students will clarify their own awareness of issues based on findings from geography, topography, and peripheral research fields, 

and will become able to accurately explain findings, not only from literature and materials but also from original data based on 

their own surveys. Through the accumulation of presentations and revisions, they will finish their theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ２１を継続して実施する．毎回の講義では，担当者が発表を行ったうえで，全員で議論を重ねて，論文制作への導

入を図る．そして最終的には，各自が研究課題を明確化して論文をまとめる． 

 

Continuing from Seminars I21 in the spring semester, in each session's lecture the leader will make a presentation and discuss 

with all participants, and work toward thesis production. In the end, participants will clarify their research topics and put 

together their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自が設定したテーマ・地域に関する研究論文や著書を熟読したり、現地調査を行ったりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１１ 

(Seminars I11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌を通して、フォークロアを学ぶための基礎知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts for the study of folklore through basic literature and ethnography 

journals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎文献・民俗誌の輪読、民俗調査の事前調査を演習形式で進める。前半は担当者が興味のあるテーマについて文献をまじえ

て紹介し、討論をしながらフォークロアの知識・考え方について受講者で共有していく。後半は民俗調査についての事前調査。い

ずれもグループワークとして行う。  

 

The course will proceed in exercises format, through group reading of basic literature and ethnography journals, and prior 

surveys for fieldwork. In the first half of the course, leaders will introduce subjects of interest from a grounding in literature, and 

will share knowledge and concepts of folklore with course takers while engaging in discussion. The second half will focus on 

prior surveys in folklore studies. Students will conduct presentations in groups.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義 

3. 演習 1（グループワーク：テーマ 1-1） 

4. 演習 2（グループワーク：テーマ 1-2） 

5. 演習 3（グループワーク：テーマ 1-3） 

6. 演習 4（グループワーク：テーマ 1-4） 

7. 演習 5（グループワーク：テーマ 2-1） 

8. 演習 7（グループワーク：テーマ 2-2） 

9. 演習 8（グループワーク：テーマ 2-3） 

10. 演習 9（グループワーク：テーマ 2-4） 

11. 演習 10（グループワーク：予備調査 1） 

12. 演習 11（グループワーク：予備調査 2） 

13. 演習 12（グループワーク：予備調査 3） 

14. まとめ 

 

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

関心のある対象や出来事について、日ごろから新聞などに目を配っておいてください。また興味を持った祭りやイベントなどに足

を運び、実際に見る・聞く・食べることを通してフォークロアふれてみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/ディスカッションへの参加(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて指示する。 

 

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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■AC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１２ 

(Seminars I12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎文献や民俗誌の輪読、民俗調査を通して、フォークロアの知識と考え方を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and concepts of folklore through basic literature, ethnography journals, and folklore 

surveys through fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ11で学んだことをふまえて、(1) 受講者各自の興味をもったテーマについての論文を読んで報告する。 

(2) 演習Ⅰ11 で調べた民俗調査を行う。事前の準備・検討と、調査後の報告・討論を通して知見を深めていく。 

 

Based on what was learned in Seminar I11, students will: (1) Read and report on academic papers concerning their subjects of 

interest. 

(2) Carry out fieldwork for which prior surveying was performed in Seminar I11. Students will deepen their knowledge through 

prior preparation and investigation, as well as through reports and discussions following practical training. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. 民俗調査の準備と検討 1 

9. 民俗調査の準備と検討 2 

10. 民俗調査の準備と検討 3 

11. 民俗調査の報告と討論 1 

12. 民俗調査の報告と討論 2 

13. 民俗調査の報告と討論 3 

14. まとめ 

 

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

個人発表のテキストは、受講者の興味を考慮し演習Ⅰ11 で指示する。夏休みの間に読み、活発な議論ができるように、周到な発

表準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/ディスカッションへの参加(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２３ 

(Seminars H23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次の演習での学習を踏まえ、日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）について専門的な研究書・論文を

読みこなす能力を習得し、合わせてこの時期の史料に対する読解能力を高め、自身で課題を追究する技量を養う。 

 

Based on the learning in second-year exercises, students will acquire the ability to read specialized research books and papers 

concerning the early modern to modern transition period in Japan (the 19th century). They will also enhance their ability to 

comprehend historical materials from the period, and cultivate the skills to pursue topics on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）の歴史に関する専門的な研究書・論文のいくつかを講読し、各人が担当部

分について調査・発表し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。また並行して、この時期の史料の読解も行う。 

 

Students will read several specialized research books and papers concerning the early modern to modern transition period in 

Japan (the 19th century). Students will investigate and give presentations on the portions under their charge, and the faculty 

member will add commentary as appropriate during discussions. At the same time, they will comprehend historical materials 

from the period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、史料読解（３） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、史料読解（４） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、史料読解（５） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、史料読解（６） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（７） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（８） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（９） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（10） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（11） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（12） 

14. 総括、卒論予備論文への導入、レポート執筆解説 

 

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

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。また、史料読解については復習をすること。予習・復習の成果は、毎回の簡単な小テスト

で確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

専門書・学術雑誌から論文を選び、プリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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史跡や博物館を見学する調査・合宿を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２４ 

(Seminars H24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）の専門研究文献・史料をしっかり読解することにより、自身の研究課

題を追究する能力を高める。 

 

Through careful comprehension of specialized research literature and historical materials concerning the early modern to 

modern transition period in Japan (the 19th century), students will enhance the capabilities to pursue research topics of their 

own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期を中心とする 19 世紀）に関する専門研究書・論文および史料を講読し、各人が担当部分について

解読・調査・発表し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。とりあげる文献・史料は、並行する卒業論文予備演

習との関連を意識しながら選定する。そのうえで自身の研究テーマについて研究報告を行う。 

 

Students will read specialized research books, papers, and historical materials concerning the early modern to modern transition 

period in Japan (the 19th century). Students will decipher, investigate, and give presentations on the portions under their 

charge, and the faculty member will add commentary as appropriate during discussions. The literature and historical materials to 

be taken up will be selected with an awareness of their relation to the graduation thesis preparatory exercises conducted in 

parallel. Following that, students will present research reports on their research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. テーマ・参考文献発表 

3. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

4. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

5. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

6. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

7. 専門研究文献・史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

8. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

9. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

10. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

11. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

12. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

13. 研究報告・ディスカッション（１） 

14. 研究報告・ディスカッション（２）、まとめ、総括 

 

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

講読した史料の復習をすること（小テストで確認する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/発表の質および復習確認小テスト(50%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

講読する史料はプリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

史跡や博物館を見学する調査・合宿を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２３ 

(Seminars I23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマを設定し、研究の課題と独自性を見出し卒業論文につなげる。その際、研究テーマを先行研究に位置づける作業と、

民俗調査による事例のデータを収集・適切なデータの提示とが求められる。 

 

Students will set research themes, discover topics and unique approaches in the research, and connect these to their 

graduation theses. At that time, work that positions students' research themes as prior research, collection of case study data 

through fieldwork, and presentation of appropriate data will be required of students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生が主体的に研究テーマを設定し個人発表を行う。前半はテーマについての先行研究のレビューと研究計画。先行研究は隣

接領域も含めて視野に入れる。後半は調査対象となる事例・夏休み期間中の調査計画について報告を行う。全体での討論を重

ねて、論文の書き方、調査方法、データの提示方法・分析方法を共有しながら学んでいく。 

 

Students will independently set research themes and deliver individual presentations. The first half of the course will consist of 

reviewing prior literature on students' themes, and research planning. Adjacent domains will also be considered for prior 

research. In the second half, students will report on the cases they are investigating, and on their survey plans for the summer 

vacation period. Through repeated discussions during the course, students will learn as they share methods for academic paper 

writing, surveying, data presentation, and analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個人発表：先行研究レビュー 1 

3. 個人発表：先行研究レビュー 2 

4. 個人発表：先行研究レビュー 3  

5. 個人発表：先行研究レビュー 4 

6. 個人発表：先行研究レビュー 5 

7. 個人発表：先行研究レビュー 6 

8. 個人発表：研究テーマの考察 1 

9. 個人発表：研究テーマの考察 2 

10. 個人発表：研究テーマの考察 3 

11. 個人発表：研究テーマの考察 4 

12. 個人発表：研究テーマの考察 5 

13. 個人発表：研究テーマの考察 6 

14. まとめ 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。また予備的な民俗調査を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/ディスカッションへの参加(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

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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■AC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２４ 

(Seminars I24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究のテーマについてデータを用いて明確に提示し、隣接領域を含む先行研究をふまえた、論理的な構成の予備論文を制作す

る。 

 

Students will deliver clear data-based presentations on their research themes, and will produce preliminary theses with logical 

composition based on prior research, including from adjacent domains. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ23（春学期）を継続し個人発表を行う。前半は夏休み期間中の調査報告（調査で得たオリジナルなデータの提示と分析）に

ついて発表し、討論する。後半は前半発表に対するフィードバックへのリプライをふまえて発表を行い、卒業論文制作に向けた研

究を深化させていく。 

 

Continuing from Seminar I23 (spring semester), students will deliver individual presentations. In the first half of the course, 

students will deliver presentations and engage in discussions on their survey reports during the summer vacation period 

(presentation and analysis of original data obtained through surveys). In the second half, students will deliver presentations 

based on replies to feedback on presentations in the first half, and will deepen research aimed at production of their graduation 

theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表 1 

2. 個人発表 1 

3. 個人発表 2 

4. 個人発表 3 

5. 個人発表 4 

6. 個人発表 5 

7. 個人発表 6 

8. 個人発表 7 

9. 個人発表 8 

10. 個人発表 9 

11. 個人発表 10 

12. 個人発表 11 

13. 個人発表 12 

14. 個人発表 13 

 

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

研究テーマに関する論文やデータの収集は少しずつでもいいので随時行うこと。 

発表に対しする受講者からのコメントを参照し、フィードバックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(70%)/ディスカッションへの参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の研究テーマにあわせて個別に指示する。 

 

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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■AC201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC201／フィールドワーク Ｈ１ａ 

(Field Work H1a) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史料が残る現地へと赴き、その地に残された近世史料について調査・収集する体験を通して、史料調査に関する能力を高め、ま

た近世の地域社会についての洞察を深めることを目的とする。 

 

The purpose is to improve the ability to investigate historical materials and to deepen insights into the local community in the 

early modern period, through the experience of going to the site where historical materials remain and investigating and 

collecting the historical materials left in the area. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世の在地社会に関わる史料が残る地域を訪問して、史料の残存状況を把握した上で、実際の近世史料の調査・収集方法を学

ぶ。また現地を見学し、収集した史料を読解することで、近世の地域社会のありようを具体的に明らかにする。 

 

Visit areas where historical materials related to the local society of the early modern period remain, understand the remaining 

situation of historical materials, and learn how to actually investigate and collect historical materials of the early modern period. 

In addition, by visiting the site and reading the collected historical materials, we will clarify the state of the local community in 

the early modern period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事前学習会（１） 

3. 事前学習会（２） 

4. 史料保存機関などへの日帰り調査（１） 

5. 史料保存機関などへの日帰り調査（２） 

6. 史料保存機関などへの日帰り調査（３） 

7. ２泊３日の現地調査（１） 

8. ２泊３日の現地調査（２） 

9. ２泊３日の現地調査（３） 

10. ２泊３日の現地調査（４） 

11. ２泊３日の現地調査（５） 

12. ２泊３日の現地調査（６） 

13. ２泊３日の現地調査（７） 

14. 事後の総括と報告書の作成 

 

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

近世のくずし字を学習するサブゼミや古文書の講義などに参加し、くずし字がある程度読めるようになっておくことが必須である。

くずし字が解読できない場合、参加はかなり難しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 林英夫、1972、『近世古文書解読字典』、柏書房 (ISBN:4-7601-0003-2) 

その他の参考文献は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日程は、事前準備調査１回（６月から７月の土日のどこか１日）と、本調査１回（２泊３日、夏期休暇中）を予定している。また調査

後も、報告書の作成まで、複数回にわたって打ち合わせが必要となる可能性が高い。 
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履修する場合には、最初のガイダンスに必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ１ 

(Field Work I1) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 尚之(MATSUMOTO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本の都市社会におけるスピリチュアリティやまじないの力について、実際にフィールドワークを行うことによって理解を深め

る。また、フィールドワークの基本的な方法や倫理について学ぶ。 

 

The purpose of this class is to investigate spirituality and the power of magic in modern Japanese urban society by conducting 

fieldwork. We will also learn the basic methods and ethics of fieldwork. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドワークは、関東近辺のいわゆる「パワースポット」と呼ばれる空間やまじないとかかわるモノ・人・存在を対象に行う。受

講生はグループに分かれてテーマを決め、発表と調査を行う。調査地についてはフィールドワーク実施時の状況を踏まえながら、

受講生と相談して決定する。 

 

We will conduct fieldwork in the place so-called "power spots" in the Kanto area. Also we will investigate things, people, and 

existence that are related to magic and spirituality. Students will be divided into groups to decide on a theme, and make 

presentations and surveys. The survey site will be decided through consultation with the students, taking into account the 

situation at the time of fieldwork. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方の説明。履修者の関心・興味をもとに現地調査のテーマや分担を決めるので、必ず出

席すること。 

2. 研究テーマ・分担の確定／各自の発表を踏まえて現地調査のテーマとグルーピングを行い、役割分担を決める。 

3. 研究発表１／研究テーマに即して、文献研究、資料調査をもとに、調査計画を発表し、議論を通じて内容を深化させ、調査

準備を行う。 

4. 研究発表２／同上 

5. 研究発表３／同上 

6. 研究発表４／同上 

7. 研究発表５／同上 

8. 研究発表６／同上 

9. 研究発表７／同上 

10. 研究発表８／同上 

11. 研究発表９／同上 

12. 現地調査１／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・施設利用費などは自己負担になる。 

13. 現地調査２／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

14. 現地調査３／各自がフィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

 

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

各自の研究テーマに関する文献を調べ、できるだけ精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(30%)/フィールドワークへの参加(40%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

フィールドワーク I1（春学期）の受講者は、続けてフィールドワーク I2（秋学期）を受講し、同じ調査地での本調査を実施して報告
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書をまとめることが強く推奨される。この科目は「その他登録」で、最初の授業時に登録申請をする必要があるので、履修希望者

はかならず出席すること。ここで履修申し込みをすると、秋も自動的に履修登録される。 

フィールドワークを実施することを考慮し、履修希望者が多数の場合はおおむね 20 名程度に選考することもある。 感染状況等

に応じて、臨機応変にオンラインと対面型を組み合わせて行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ２ 

(Field Work I2) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本の都市社会におけるスピリチュアリティとまじないについて実際にフィールドワークを行い、データを収集して実証的に解

明し、その成果を報告書にまとめることで、実証的論文執筆の方法を習得する。 

 

Students will learn how to write empirical treatises by actually conducting fieldwork on spirituality and magic in modern 

Japanese urban society, collecting data, empirically elucidating it, and compiling the results in a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フィールドワークＩ１（春学期）の予備調査の結果をふまえて、夏期休業もしくは秋学期中に関東近辺の「パワースポット」をフィール

ドに各自のテーマに即して本調査を実施する。そして、その成果を報告書にまとめる。感染状況等に応じて、臨機応変にオンライ

ンと対面型を組み合わせて行う。 

 

Based on the results of the preliminary survey of Fieldwork I1 (Spring Semester), this survey will be conducted according to 

each individual's theme in the field of "power spots" in the Kanto area during the summer holidays or the fall semester. Then, 

the results will be summarized in a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本授業の目的や進め方などを説明する。予備調査をふまえて、本調査での研究テーマや分担を確認し、調査

計画を練るので、受講希望者は必ず出席すること。 

2. 本調査の準備１／本調査のテーマと実施計画などを、全体討論を経て決定する。 

3. 本調査の準備２／同上 

4. 現地調査１／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

などは自己負担になる。 

5. 現地調査２／各自、引き続き、フィールドワークを行い、ミーティングで報告する。 

6. 現地調査３／同上 

7. 現地調査４／同上 

8. 報告書作成１／各グループが調査報告を行い、そのまとめ方について全体討論を行いつつ、論文の執筆を進めていく。 

9. 報告書作成２／同上 

10. 報告書作成３／同上 

11. 報告書作成４／同上 

12. 報告書作成５／同上 

13. 報告書作成６／同上 

14. 報告書作成７／同上 

 

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

予備調査の調査結果（フィールドノート）を整理したり、入手した資料や統計を分析したりして、各自が本調査に向けた準備を行う

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表や議論への参加(20%)/フィールドワークへの参加(40%)/報告書レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、フィールドワーク I1（春学期）の事前学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。「その他登録」であり、

春学期のフィールドワーク I1 の初回授業時にフィールドワーク I1 および I2 の履修申請をする必要がある。 履修希望者は春学
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期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。感染状況によっては、対面型とオンライン型の授業を適宜組み合わせながら行う

ことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC231／専門基礎 １ 

(Workshops for Academic Researchers 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 ひさ子(ISHIGURO HISAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

陸羽『茶経』を通じて、漢文文献の扱い方及び関連資料の検討等の研究アプローチを理解し、歴史学研究の基礎を身につける。 

 

The purpose of this class is to understand the research approach method on how to handle Chinese classics and related 

materials through Lu Yu “The Classic of Tea”. This method is a means to learn the basics of historical studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国唐代に書かれた陸羽『茶経』について、文献学的な背景、具体的な内容、時代的背景、資料的背景等の研究アプローチを理

解し、歴史学研究おける分析・考察の基礎的な方法を身につける。関連する考古学的成果や、陶磁器研究についても言及する。 

 

The content of this class is to learn the method of research approach ,such as philological background, concrete content, 

historical background, material background, etc, through Lu Yu's "The Classic of Tea" written in the Tang Dynasty of China. In 

addition, learn the basic methods of analysis and consideration in historical research, and mention related archaeological 

achievements and ceramics research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業についてのイントロダクション 

2. 『茶経』とは何か 『茶経』を学ぶ意味について考えます。 

3. 文献学・書誌学的にみた『茶経』 中国古典を扱うのに必要な書誌学的知識を学びます。 

4. 『茶経』一之源 植物としての「茶」を『茶経』の著者陸羽がどのように見ていたのかを考えます。 

5. 『茶経』二之具 植物としての「茶」を「茶」にするための道具について 

6. 『茶経』三之造 植物としての「茶」を飲みものとしての「茶」にする方法 

7. 『茶経』四之器その一 飲み物としての「茶」に必要な道具 

8. 『茶経』四之器その二 「茶」を飲む容器について、特に陶磁器について 

9. 『茶経』四之器その三 「茶器」として広まった陶磁器の産地について 

10. 『茶経』五之煮・六之飲 飲み物としての「茶」のいれかたと飲み方について 

11. 『茶経』七之事 「茶」についての、唐代までの歴史的文献 

12. 『茶経』八之出 「茶」の産地について 

13. 『茶経』九之略・十之図 略式の場合の「茶」と図示すべき内容について 

14. 『茶経』についての学習のまとめ 

 

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

授業外学習として、小レポート形式の課題を出します。小レポートの具体的な内容は別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/小レポート(40%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 布目潮渢、2012、『茶経全訳注』、講談社 (ISBN:978-4-06-292135-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 布目潮渢、2001、『中国喫茶文化史』、岩波書店 

布目潮渢『茶経全訳注』399 頁-404 頁にある参考文献を参照すること 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC233／専門基礎 ３ 

(Workshops for Academic Researchers 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語１ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 簡単な挨拶や会話ができるようになることをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and gain ability in simple greetings and conversation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn introductory-level Italian grammar. 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 イタリア語について 

2. アルファベートと簡単な挨拶． 

3. 名詞と冠詞 

4. 直説法現在 essere / avere 

5. 形容詞 

6. 直説法現在・規則動詞 

7. 直説法現在・不規則動詞 

8. 直説法現在・不規則動詞２ 

9. 人称代名詞 

10. 再帰動詞 

11. 命令法 

12. 直説法近過去 

13. 直説法近過去２ 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。家庭学習での復習は必須。テキストに掲載された問題が宿題となることも少なくない。 

いずれにせよ、授業時間だけでの学習では十分ではなく、授業外での反復学習が求められることを理解した上で履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2013、『基礎イタリア語講座(-ＣＤ付改訂版)』、朝日出版社 (ISBN:978-4255553115) 

2. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

3. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

１．の教科書は「必須」。 

２．もしくは ３．の辞書は、いずれかの購入が強く推奨される（古本可）。 

※  電子辞書あるいはネット上の辞書類はお勧めできない。 
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参考文献（Readings） 

1. 長神 悟、2018、『イタリア語の ABC』、白水社 (ISBN:978-4560087831) 

2. 藤谷 道夫 、他、2013、『入門 イタリア語の最初歩』、三修社 (ISBN:978-4384057508) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC235／専門基礎 ５ 

(Workshops for Academic Researchers 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング 

担当者名 

（Instructor） 
児玉 真希(KODAMA MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、英語を使って大学レベルのアカデミックライティングやコミュニケーションスキルの習得を目的とする。英語のアカデミッ

クライティングに求められる作法と必要事項を確認し、英作文の演習を行う。学生は英文を読み、議論し、学術的ペーパーを書く

ことが期待される。さらに、自ら書いたペーパーを読み直し、推敲する力を身につける。 

 

This course is designed to meet the needs of students who want to acquire college-level academic writing and communication 

skills in English. This course will introduce students to expectations and requirements common in academic writing and practice 

writing for academic readers. Students are expected to read, share ideas, and compose coherent academic papers on the topic 

of their choice. Throughout the course, students will also learn how to review and edit their own work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

良い書き手になるには、目標を持って頻繁に書くことが必要となる。本授業では、講義だけではなくディスカッションや演習を織り

交ぜて行う。さらに、授業外に課題を仕上げ提出することが求められる。本授業は人文学および社会科学の学生を対象としてお

り、基本的な英作文を作成する能力が必須である。 

 

We become better writers by writing with intention and writing a lot. This course will combine lectures, discussions, and writing 

activities during class time. Students must also complete weekly assignments outside of class. Please note that this class is for 

Humanities and Social Sciences students, and I expect students to have basic English composition skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Diagnostic Writing Assignment 

授業内容の紹介と現状の英作文の能力を把握する。 

2. Sentences and Paragraphs 

センテンスとパラグラフの説明をする。 

3. Choosing a Topic and Researching  

トピックを選ぶ方をリサーチの仕方について学ぶ。 

4. Crafting a Research Question and Making a Bibliography  

リサーチ・クエスチョンを考える。参考文献の作り方を学ぶ。 

5. Analyzing Sources and Discussion of Academic Integrity 

資料の分析と引用の仕方について学ぶ。 

6. Constructing an Argument 

アーギュメントの作り方を演習する。 

7. Organization and Outlines 

ペーパーの構成とアウトラインの作り方を学ぶ。 

8. Importance of Good Introduction 

良いイントロダクションを書くための講義と演習。 

9. Connecting Ideas and Transitions 

アイディアを連結する。段落同士の繋がりについて学ぶ。 

10. Considering Arguments and Counter Arguments 

どのように議論を補強するのか、反論にどう立ち向かうのかについて学ぶ。 

11. Conclusion and Reviewing Your Paper 

結論の書き方について学ぶ。文章をどう効果的に推敲するのか学ぶ。 

12. Peer Review Session 1 & How to make a Presentation 

ピアレビューを行う。プレゼンテーションの説明。 

13. Peer Review Session 2 Giving Constructive Feedback 

ピアレビューを行う。建設的なコメントとは何か議論する。 

14. Presentation 

授業内で５分のプレゼンテーションを行う。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は履修完了後に、授業中および Blackboard 上で履修者に対して行う。ほぼ毎週課題を課すの

で、それをこなし提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題、提出物(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加とピアレビュー(20%)/プレゼンテーション(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wayne C. Booth, et. al. 2016. The Craft of Research 4th ed.. The University of Chicago Press (ISBN:9780226239736) 

邦訳もでているが、なるべく英語版を参考にしてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義に加えてディスカッションやピアレビューを行うため、積極的な授業への参加が求められる。４回以

上欠席した場合は単位取得不可。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC236／専門基礎 ６ 

(Workshops for Academic Researchers 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語２ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 平易な文を扱えるレベルに到達することをめざす。 

 

Students will learn the basics of Italian grammar and will progress to the level of handling simple texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する（春学期の「専門基礎３」で学んだ知識に基づいて、さらに文法事項を学んでいく）。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

Students will learn beginner-level Italian grammar (progressing beyond the knowledge learned in Workshops for Academic 

Researchers 3 in the spring semester). 

 

While explaining the grammatical matters according to the specified texts, the course will deepen students' understanding 

through practice questions that apply the learned grammar, etc., to establish the language as a usable foreign language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文法の復習（春学期学習事項の確認） 

2. 文法の復習（春学期学習事項の確認）２ 

3. 直説法半過去・大過去 

4. 直説法未来・先立未来 

5. 受動態 

6. 比較級・最上級 

7. 関係詞１ 

8. 関係詞２  ジェルンディオ 

9. 条件法 

10. 接続法 

11. 接続法２ 

12. 遠過去・先立過去 

13. 補遺など 

14. まとめと復習 

 

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

外国語の初歩を学ぶ際は復習が重要である。短時間の復習を頻繁に繰り返すことが語学習熟のための効果的かつ効率的な学

習法と認識されたい。家庭学習での復習は必須。テキストに掲載された問題が宿題となることも少なくない。 

いずれにせよ、授業時間だけでの学習では十分ではなく、授業外での反復学習が求められることを理解した上で履修すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (授業への積極的参加 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2007、『基礎イタリア語講座』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-55303-0) 

2. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

3. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

１．の教科書は「必須」。 

２．もしくは ３．の辞書は、いずれかの購入が強く推奨される。 
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※ 電子辞書あるいはネット上の辞書類はお勧めできない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長神 悟、2018、『イタリア語の ABC』、白水社 (ISBN:978-4560087831) 

2. 藤谷 道夫、他、2013、『入門 イタリア語の最初歩』、三修社 (ISBN:978-4384057508) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修にあたっては原則として春学期の「専門基礎３」を修得していることが条件となる。 

「専門基礎３」を未履修であっても、そこまでの文法事項を習得済みである場合は履修を認めることがある。初回に申告があれ

ば、習熟度をテストなどで個別に判断する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC240／専門基礎 １０ 

(Workshops for Academic Researchers 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代資料論 

担当者名 

（Instructor） 
李 英美(RI YONGMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)第二次世界大戦後の日本社会における社会運動に関する一次史料を読み、日本現代史に関する基礎的な知識を身につけ

る。 

(2)現代日本の社会問題に対する洞察を深め、批判的視座を持ちつつ、史料・文献を読む力を養う。 

 

(1)The purpose of this course is to help students understand postwar Japanese social movements from historical materials.  

 

(2)The purpose of this course is for students to read historical materials from a critical perspective and gain insight into social 

issues in modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の日本と世界の抱える諸問題を考察するひとつの手段に、運動史があります。人々は、平和、人権、環境、差別など多様な

イシューに声をあげて、社会を形成してきました。運動では、人々の交流と活動を通じて、多様な情報と記録が生まれます。これ

らの史料は、運動そのものの実態だけでなく、当時の政治、社会、文化を紐解く重要な手がかりとなります。本講義では、第二次

世界大戦後の日本における様々な社会運動を取り上げ、一次史料を読み、報告することを通して、日本現代史の基礎的な理解

と調査方法を身につけます。 

 

The history of the social movement is one of the ways to think about the problems of modern Japan and the world. People have 

fought against all discrimination for peace, equality and human rights. The movement has a lot of information and records 

through its long activities. These historical materials are important for understanding the politics, society, and culture of 

postwar Japan. In this course, we will read various historical materials on Japanese social movements after World War II and 

acquire a basic understanding and research method of modern Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／グループ分け・報告担当の決定 

2. 史料を読む手段と準備方法の説明／グループでの準備 

3. 戦争に反対する運動 1「ベトナムに平和を!市民連合」 

4. 戦争に反対する運動 2 「ベトナムに平和を!市民連合」(地域ベ平連) 

5. 暮らしを守る住民運動 1 (原発、公害) 

6. 暮らしを守る住民運動 2 (食、環境) 

7. 担い手からみる運動 1(女性、母親、消費者の運動)  

8. 担い手からみる運動 2 (学生、教職員の運動) 

9. 法制度からみる運動 1（多様な抗議のかたち：占拠、座り込み、デモ ) 

10. 法制度からみる運動 2 （規制や逮捕) 

11. ネットワークからみる運動 1 (「救援運動／支える会」) 

12. ネットワークからみる運動 2 

13. 各国の抗議行動との比較 

14. まとめ 

 

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

発表を担当する回以外でも、各回ごとに提示される文献・史料を読んで授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/授業内で提示した課題(25%) 

 

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)） 

オンラインとの併用可否について：初回のガイダンスで、履修者との相談により決定します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC246／専門基礎 １６ 

(Workshops for Academic Researchers 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィールドワーク方法論 

担当者名 

（Instructor） 
松井 圭介(MATSUI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学的手法に基づくフィールドワークの基礎的な技法を習得する。 

 

Students will master fundamental techniques of fieldwork based on geographical methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域研究において、場所や地域、空間に着目する面白さを、地域情報の収集、分析・発表、レポート執筆等を通じて発見する。自

ら調べ書き、発表し、討論する基礎的な態度と技法を修得する。受講生を 4～5 人程度のグループにわけ、グループごとに特定

地域におけるフィールドワークに基づくレポート作成を進める。対象地域は東京都区内を予定。ただし新型コロナ感染症の状況に

よっては，変更の可能性がある。 

 

By collecting, analyzing, and presenting regional information, and by writing reports, students will discover the fascination of 

focusing on locations, regions, and spaces in regional research. Students will acquire the fundamental mindset and techniques to 

perform investigation, writing, presentation, and discussion on their own. Course takers will split into groups of 4 to 5 students, 

and each group will create a report based on field work in a specific region. The target region will be within the wards of Tokyo. 

However, this may change depending on the status of the new coronary infection. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：趣旨説明 

2. 講義：研究テーマを決めるために (論文サーベイの方法と意義) 

3. 調査班編成：グループ編成とディスカッション （調査テーマについて） 

4. 講義:構想発表のしかた 

グループミーティング 

5. 講義：野外調査の方法（フィールドワークの基礎） 

6. グループ発表①：研究構想発表 

7. グループミーティングとプレゼン準備 

8. グループミーティングとプレゼン準備 

9. グループ発表②：中間成果発表 

10. グループミーティングとプレゼン準備 

11. グループミーティングとプレゼン準備 

12. グループミーティングとプレゼン準備 

13. グループ発表③：最終成果発表 

14. おわりに：研究成果の提出 

 

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

最終レポート提出のために，１）先行研究のサーベイ，２）研究対象（地域）に関する資料収集，３）現地でのフィールドワーク，４）

プレゼン（成果発表の準備），５）レポートの共同執筆，といった準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の議論貢献度と発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

上野健一ほか編『地球学野外調査法』（古今書院 2011）ほか 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC247／宗教の多様性と社会 

(Diversity of Religion and Society) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目的は、（１）宗教人類学の基礎的な理論について学ぶとともに、（２）世界の様々な宗教・信仰の形態――かつて「未

開」と呼ばれた社会から、日本のアニミズム、現代社会における宗教の役割まで――を事例として、人類にとって「信じる」というこ

とがいかなる意味を持ってきたのかを考えることにある。 

 

The purpose of this lecture is to learn the basic theory of anthropology of religion, and various forms of religion and belief in 

the world-from the society that was once described as "primitive", Japanese animism, and the roles of religion in modern 

society. By doing this, we are to consider the meaning of  belief/to believe for human beings. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、教員による講義と受講生による事例研究（小課題１～３）を組み合わせて行う。教員による講義では、宗教人類学の理

論のうち、各地域の信仰形態に関する専門用語や、人類が普遍的に有するとされてきた信仰の特徴、有名な地域の事例につい

て紹介する。学生はそれを踏まえつつ、身近な「宗教的なもの」を事例として独自の分析を行う。 

 

This lecture is a combination of lectures by teachers and case studies (subtasks 1 to 3) by students. In the lectures , we will 

introduce the technical terms related to various forms of religion, the universal characters of religion, and some famous case 

studies in the theory of anthropology of religion. Based on this, students conduct their own analysis using familiar "religious 

things" as examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の方法や評価方法について説明するので必ず出席すること。 

2. 宗教のあけぼの：「信じる」とは何か？ 

3. 宗教人類学の基礎①：アニミズム、トーテミズム、シャーマニズム 

4. 宗教人類学の基礎②：呪術、妖術、邪術 

5. 事例研究：身の回りの「呪術的なもの」（小課題１） 

6. 境界理論①：汚物はなぜ「汚い」のか 

7. 境界理論②：ジブリ作品にみるリミナリティ 

8. 境界理論③：儀礼、コミュニタス、社会劇 

9. 事例研究：映像作品にみるリミナリティとコミュニタス（小課題２） 

10. 現代社会と宗教①： シンクレティズム――近代、宗教、科学 

11. 現代社会と宗教②： 新興宗教の歴史と社会 

12. 現代社会と宗教③： スピリチュアリティとケア 

13. 事例研究：現代社会における宗教の役割（小課題３） 

14. まとめ 

 

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

各授業内で提示されるテーマや理論について、身近な出来事やニュースとともに考える（おもに復習）。これをやっておくと小課題

の作成の際に役に立つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小課題１(30%)/小課題２(30%)/小課題３(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的には対面を予定しているが、感染状況によってはオンラインに切り替える可能性がある。 
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注意事項（Notice） 
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■AC256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC256／フィールドワーク Ｈ２ｂ 

(Field Work H2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
吉原遊廓跡を歩く――――近代遊廓・性売買（買売春）の歴史を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本で最も有名な遊廓であった吉原遊廓の跡地をフィールドワークするとともに、関連する人への聞き取りを行ない、遊廓・性売

買の歴史とそこでの女性・男性の経験について知識と認識を深める。 

 

While fieldworking the site of Yoshiwara Yukaku, which was the most famous Yukaku in Japan, we will listen to related people 

and deepen their knowledge and awareness of the history of Yukaku and sex trading and the experiences of women and men 

there. 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉原遊廓の跡地には、現在も多数の性風俗店が立ち並んでおり、多くの男性が金を支払って女性と性行為をしている。吉原遊廓

に女性を買いに来た男性はどのような人々であり、その相手をさせられた女性たちの経験はどのようなものだったのだろうか？

戦後、遊廓は廃止されたはずであるのに、なぜ現在も吉原には性風俗店がたちならんでいるのだろうか？本授業では、まず吉原

をはじめとする近代日本の遊廓・現代日本の性売買に関する基礎的文献や史料について、受講生が分担して講読・報告する。そ

の上で、吉原遊廓跡地やその周辺を歩き、吉原の過去と現在について認識を深めるとともに、関連する人々への聞き取りを行な

う。最終的には受講生で分担して報告書を作成する。4 月の上旬に説明会を行ない、具体的なスケジュールを伝えるので、履修

希望者はこれに必ず出席すること。 

 

Many sex shops are still lined up on the site of Yoshiwara Yukaku, and many men pay money to have sexual intercourse with 

women. What kind of people were the men who came to Yoshiwara Yukaku to buy women, and what was the experience of the 

women who were made to deal with them? After world war Ⅱ, the Yukaku should have been abolished, so why are there still 

sex shops in Yoshiwara? In this class, students will first read and report on basic literature and historical materials related to 

sex trading in modern Japan, including Yoshiwara. After that, we will walk around the site of Yoshiwara Yukaku and deepen our 

awareness of Yoshiwara's past and present, and interview related people. Eventually, the students will share the work and 

prepare a report. A briefing session will be held in early April  , and the specific schedule will be announced, so applicants must 

attend this. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 講読する文献の分担決定 

3. 受講生による報告 

4. 受講生による報告 

5. 吉原遊廓跡地を歩く 

6. 吉原遊廓跡地を歩く 

7. 吉原遊廓跡地を歩く 

8. 聞き取り 

9. 聞き取り 

10. 受講生による報告 

11. 受講生による報告 

12. 報告書の作成 

13. 報告書の作成 

14. まとめ 

 

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

担当した文献の報告準備や、報告書の作成にあたって、授業時間外で行なうべき作業が多いので、適切にそれらの学習を行なう

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加態度(100%) 
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2021.6.14 変更【変更前】平常点 100％（フィールドワークへの参加 60% 、文献の報告と報告書の作成 40%） 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに定めない.。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC258／専門基礎 １８ 

(Workshops for Academic Researchers 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世の古文書 

担当者名 

（Instructor） 
長崎 健吾(NAGASAKI KENGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の古文書を読解するために必要な基礎知識を習得する 

 

To acquire basic knowledges for reading old documents of medieval Japan 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本中世の歴史を専門的に学ぶためには、古文書に関する体系的な知識、および特殊な漢文の読み方を身につけることが不可

欠である。そのためにこの講義では、古代律令制が変質するなかから中世的な公家政治が生れ、ふたつの武家政権の成立を経

て戦国時代に至るまでに現れた古文書の様式と機能を概観する。 

 

If you want to study the history of medieval Japan, it is necessary to acquire systematic knowledge about old documents and 

the way to read unique Chinese writings. In this class we are going to learn about styles and functions of various old documents 

used in medieval Japan, from about the 11th to the 16th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 古文書とは何か・古文書学の歴史・古文書の伝来 

2. 訓読の基礎 

3. 公式様文書・公家様文書① 詔書・官宣旨・宣旨・下文 

4. 公家様文書② 綸旨・御教書・奉書 

5. 鎌倉幕府の文書① 下文・御教書・奉書 

6. 鎌倉幕府の文書② 下知状 

7. 室町幕府の文書① 下文・下知状 

8. 室町幕府の文書② 御教書・奉書 

9. 室町幕府の文書③ 御判御教書・御内書 

10. 守護・戦国大名の文書 直状・奉書・判物・印判状 

11. 上申文書① 解状・訴陳状 

12. 上申文書② 紛失状・請文・請取状・起請文・着到状・軍忠状 

13. 証文類 譲状・売券・借用状 

14. 古文書学の論点 形態論・伝来論・機能論 

 

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

授業時間外の学習については必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(30%)/授業内で指示する課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤進一、1997、『新版古文書学入門』、法政大学出版局 (ISBN:978-4-588-32011-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本歴史学会、1983、『概説古文書学 古代・中世編』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-07191-8) 

2. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-08273-0) 

3. 佐藤進一、2020、『日本の中世国家』、岩波書店 (ISBN:978-4003812839) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC259／専門基礎 １９ 

(Workshops for Academic Researchers 19) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世の古文書に関する基礎知識、および文書が作成される近世社会の特徴について理解する。また、くずし字で書かれた

近世文書の読解力を身につける。 

 

Students will gain fundamental knowledge of early modern Japanese documents and learn the characteristics of the early 

modern society in which the documents were created. They will also acquire the ability to comprehend early modern documents 

written in running form. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は近世文書の基礎知識について、活字化された古文書の読解をもとに学ぶ。その後は古文書のコピーを配布し、受

講生に読解・音読・現代語訳を適宜行ってもらい、その古文書が作成された背景などの解説を行う。随時、理解度確認のための

小テストなどを行う。 

 

In the first half of the class, students will gain fundamental knowledge of early modern documents based on comprehension of 

ancient documents in printed form. Following that, the course will distribute copies of the ancient documents, will ask students 

to appropriately engage in comprehension, reading aloud, and translation into modern language, and will explain the background 

against which the documents were created. Periodically, short tests will be held to determine level of comprehension. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス ～近世社会と文書～ 

2. 近世文書の特徴 

3. 活字史料を読む（１） 

4. 活字史料を読む（２） 

5. 活字史料を読む（３） 

6. 古文書を読む（１） 

7. 古文書を読む（２） 

8. 古文書を読む（３） 

9. 古文書を読む（４） 

10. 古文書を読む（５） 

11. 古文書を読む（６） 

12. 古文書を読む（７） 

13. 古文書を読む（８） 

14. まとめ・最終テスト 

 

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

活字史料・古文書の読解は復習が肝要なので、授業で扱った史料は繰り返し読み、理解すること。予習は授業前に目を通す程

度でよい。 

わからない用語などは辞典類で調べること。とくにくずし字については参考資料にあげた辞典・字典類での確認を勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/質疑応答・授業内に行う小テスト・授業態度(60%) 

単位習得のためには、２／３以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 児玉幸多編、1993、『くずし字用例辞典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490103335) 

2. 林英夫監修、1993、『新編古文書解読字典』、柏書房 (ISBN:978-4760109739) 

3. 佐藤孝之編、2010、『古文書の語る地方史』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642080439) 
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4. 後藤雅知・吉田伸之編、2016、『古文書でよむ千葉市のいまむかし』、崙書房出版 (ISBN:978-4845511990) 

このほか授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC301／史学講義 １ 

(Lectures on History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地中海世界 1 

担当者名 

（Instructor） 
大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 歴史学に基づく批判的思考の獲得 2.ローマ時代の初期キリスト教の発展史の理解 3. 歴史と共生的社会の関係への理解 

 

The course is characterized by three primary educational objectives: 

1. To nurture historical critical thinking; 

2. To formulate a broad understanding of the historical development of the early Christian 

Church in the Roman Empire; 

3. To acquire an appreciation of the relationship between the history and the sense of the coexistence society; 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ローマ帝国は、ギリシア・ローマの伝統的な神々だけでなく、オリエント由来の信仰、さまざまな呪術、哲学思想などが渦巻く

世界であった。こうした空間に生きた人々がどのような心性をもって暮らしていたかを考察する。特に、いわゆる一神教・多神教信

仰といった概念や「改宗」といった枠組みではとらえきれない信仰の多様さを把握することを目指す。  

 

The ancient Roman Empire was a world which is full not only of the traditional Greek and Roman gods, but also of Orient-

derived beliefs, various curses, and philosophical ideas. We will consider about the mentality of the people who lived in such a 

space. In particular, we aim to grasp the variety of beliefs that cannot be captured by the concept of so-called monotheistic 

and polytheistic beliefs and the framework of "conversion." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：本講義の進め方、成績評価法、参考文献等の説明  

2. ローマ帝国：舞台となる時代の概説 

3. ユダヤ教とヘレニズム世界 

4. エルサレムでの始まり：イエスの活動と原始教団の形成 

5. キリスト教の拡大と教義形成、内部分裂 

6. ユダヤ教とキリスト教：対立、近親憎悪、交流 

7. 女性の地位とキリスト教の拡大 

8. ローマ社会に生きるキリスト教徒 周辺社会とのかかわり 

9. 「迫害」と宗教的忠誠心の限界 

10. 迫害という神話 ローマ帝国の対キリスト教徒政策 

11. 信仰とアイデンティティ：多重性と変動性 

12. 呪詛とキリスト教 

13. 教会とローマ帝国政府 

14. まとめ 

 

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

授業時に適宜指示する。各回の授業計画は受講者と相談の上途中で変更する可能性があるので、たとえば「デキウス帝」って誰

だ？等の予習は必要ない。ただし、第一回授業には必ず参加すること。不可能な場合は第一回授業前日までに、

5544223@rikkyo.ac.jpに連絡すること。また、高校世界史Ｂ程度の知識があることが望ましいが必須ではない。 

前回授業時のノート、配布物を復習して次回授業に臨むこと。 

聖書を参照できるようにしておくこと。スマートフォンで無料ダウンロードできるアプリ等でも良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各授業ごとの課題提出(75%)/授業内ディスカッションなどへの貢献（ランダム）(5%)/レポート(20%) 

原則的に授業時間内にオンライン授業を行い、各授業ごとの提出課題も授業内もしくは当日中に回収する。 レポートは学期後

半に内容を指示し、最終授業時までを提出締め切りとする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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購入テキストは指定しない。必要な場合は事前・授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ロドニー・スターク、2014、『キリスト教とローマ帝国 小さなメシア運動が帝国に広がった理由』、新教出版社 (ISBN:978-

4400227236) 

2. 保坂高殿、2005、『ローマ史の中のクリスマス 異教世界とキリスト教１』、教文館 (ISBN:978-4764265875) 

3. 保坂高殿、2005、『多文化空間のなかの古代教会  異教世界とキリスト教２』、教文館 (ISBN:978-4764265882) 

4. ジョン・Ｇ．ゲイジャー、2015、『古代世界の呪詛板と呪縛呪文』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4876988914) 

5. ジリアン・クラーク、2015、『古代末期のローマ帝国: 多文化の織りなす世界』、白水社 (ISBN:978-4560084090) 

6. 長谷川 岳男/樋脇 博敏、2004、『古代ローマを知る事典』、東京堂出版 (ISBN:978-4490106480) 

7. Candida Moss. 2014. The Myth of Persecution: How Early Christians Invented a Story of Martyrdom. HarperOne (ISBN:978-

0062104557) 

経済的事情・図書館蔵書借り出しの競合・疫病による移動困難などで参考文献へのアクセスに困難が生じたときには、コピー用

の講師蔵書貸し出しなどを検討するので早めに申し出ること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読していることの証拠として、第 1 回授業の課題に「シラバス改善提案」を書くと成績評価に加点する。加点数は提

案内容によりプラスする。改善提案が無い場合は「シラバス」の語を含む川柳などでもよい。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 339 - 

■AC303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC303／史学講義 ３ 

(Lectures on History 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代ヨーロッパ 1 

担当者名 

（Instructor） 
内川 勇太(UCHIKAWA YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アングロ＝サクソン期イングランド（450 年頃から 1066 年）の歴史的展開を、政治・宗教・社会・文化等の諸側面から概観すること

で、同時期に関する基本的な知識の習得を目指す。 

 

This course aims to outline the history of Anglo-Saxon England (c. 450-1066) from political, religious, social and cultural 

perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アングロ＝サクソン期イングランドの歴史を、写本や文書などの文字資料・貨幣・考古学資料等の画像を積極的に活用しながら

概観する。前半において政治史を中心に歴史的展開を整理したのち、後半においてテーマ別にアングロ＝サクソン期イングラン

ドの諸側面を考察する。 

 

An overview of the history of Anglo-Saxon England will be presented by using written sources, coin finds and archaeological 

finds. The first part concerns with the political development of the period while the second part considers its various aspects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アングロ＝サクソン人の移住と諸王国の成立・キリスト教への改宗と教会組織の整備 

3. マーシア王国の覇権 

4. ヴァイキングの侵入 

5. ウェセックス王国によるイングランド地域の政治的統合 

6. デーン人とノルマン人による２度の征服とアングロ＝サクソン期イングランドの終焉 

7. 物質文化 

8. ラテン語と古英語 

9. 集会を通じた統治と文書利用 

10. 貨幣①：歴史学と貨幣、アングロ＝サクソン人による貨幣使用開始から初期ペニー貨まで 

11. 貨幣②：新ペニー貨導入からエドガー王の貨幣改革まで 

12. 貨幣③：エドガー王の貨幣改革以後 

13. 『アングロ＝サクソン年代記』の２つの「十字」と天文・大気光学現象 

14. まとめ 

 

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

・初回までに参考文献の該当箇所を可能な範囲で読んでおくことが望ましい。 

 

・必要があれば適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 近藤和彦編、2010、『イギリス史研究入門』、山川出版社 (ISBN:9784634640368) 

2. 青山吉信編、1991、『世界歴史体系イギリス史１：先史‐中世』、山川出版社 (ISBN:9784634460102) 

3. トマス・チャールズ=エドワーズ編・常見信代監訳、2010、『オックスフォードブリテン諸島の歴史２：ポスト・ローマ』、慶應義塾大

学出版会 (ISBN:9784766416428) 

4. ウェンディ・デイヴィス編・鶴島博和監訳、2015、『オックスフォードブリテン諸島の歴史３：ヴァイキングからノルマン人へ』、慶応
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義塾大学出版会 (ISBN:9784766416435) 

5. 川北稔編、1998、『新版世界各国史 11イギリス史』、山川出版社 (ISBN:9784634414105) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・初回は対面で実施するが、以後は新型コロナウイルスの感染状況等を総合的に判断して実施形態を決定する。 

 

・質問はリアクションペーパーまたは初回時に指示するメールアドレスで受け付ける。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC306／史学講義 ６ 

(Lecture on History  6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代ヨーロッパ 2 

担当者名 

（Instructor） 
東風谷 太一(KOCHIYA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀ドイツ地域の民衆騒擾・社会運動の生成・変容過程を、ビールや酒場を介して構築される共同性の観点から考察する。 

 

We consider the process of generation and transformation of popular disorders and social movements in the German region of 

the 19th century from the perspective of sociability yielded through beer and pubs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀ドイツ地域では、工業化の開始とともにビールの価格や品質をめぐる民衆騒擾が発生するようになり、こうした運動は、形

を変えながら次第に中欧全域へと波及していった。本講義では、運動発生と波及の背景をビールの社会的性格、飲食文化、醸造

技術の観点から検討し、近代ドイツ地域におけるビールをめぐる民衆運動の歴史的意義を考察する。 

 

In the 19th century Germany, with the start of industrialization, there appeared a popular disorders over the price and quality of 

beer, and these movements gradually spread throughout Central Europe, changing their patterns. In this lecture, we will examine 

the background of the occurrence and spread of the movements from the perspective of the social character of beer, food 

culture, and brewing technology, and consider the historical significance of the popular movement over beer in the modern 

German region. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：民衆運動・社会運動の過去と現在 

2. 近代ドイツの民衆運動・民衆文化：パン、ジャガイモ、ビール 

3. ビールを造る義務：近世の都市共同体とビール 

4. 醸造所は誰のもの？：近代私有制の浸透と醸造業の近代化 

5. ビールを飲む義務：贈与物としてのビール 

6. 事例研究①：「ビール騒擾」の発生 

7. 事例研究②：「ビール・ストライキ」への変容 

8. 事例研究③：「ズューフィッヒ」なビールをめぐる民衆運動の越境的展開 

9. ビール民衆運動の背景①：醸造技術の視点から 

10. ビール民衆運動の背景②：酒場の力学 

11. ビール民衆運動の帰結 

12. 民衆運動・社会運動と「暴力」 

13. 「境界領域」としてのビール 

14. まとめ 

 

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

参考文献および授業内で指示する文献・資料の読解を通じた予習・復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業への取り組み姿勢（ディスカッションなど）(20%) 

授業ではディスカッションに積極的に参加してほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山根徹也、2003 年、『パンと民衆：19 世紀プロイセンにおけるモラル・エコノミー』、山川出版社 (ISBN:4-634-67400-9) 

受講する場合は、必ず参考文献を読んでおいてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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受講者の希望、授業内でのディスカッションなどにより、適宜授業内容を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC308／史学講義 ８ 

(Lectures on History 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域からの歴史 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の歴史研究では、「地域」という概念が重要な役割を果たしている。日本の歴史研究者は、しばしば「地域」をテーマに会議

やワークショップを開き、論文集を編んだりしている。しかし、その重要性にもかかわらず、「地域」という概念はいまだに定義され

ていないように見える。それぞれの歴史研究者が自身の「地域」という概念を使っている。「地域」という概念は、混乱の中にある

ように思われる。 

本講義では、ヨーロッパ近現代史からいくつかの事例を取り上げて、この概念の可能性と限界について議論する。 

 

In Japanese historical research, the term "地域"plays an important role. Japanese historians often hold conferences or 

workshops and edit anthologies on this topic. But, despite its importance, the term "地域" looks as if it has not yet been 

defined. Each historian uses his / her own term "地域". The term "地域" seems to remain in a conceptual chaos. 

 His lecture deals with some cases from modern european history to discuss the potentials and limits of this term for historical 

research. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、日本の歴史研究で議論となっている「地域」という概念をとりあげる。そのために、本講義では、「地域」に関係して、

主にドイツ近現代史からいくつかの事例を選び、それらについて詳しく検討する。そのことから、「地域」という概念がもつあいまい

さと研究のアプローチとしての有効性や限界について考える。。 

 

The lecture deals with the controversial term "地域" in Japanese historical research. In order to discuss the term, the lecture 

explores in detail several examples from modern German history that have to do with the term "地域". The lecture will explain 

the ambiguity of the term "地域" and its merits and limits as a research approach. 

 

.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング 

2. 歴史研究と地域 － 地域という概念・単位をめぐって（１） 

3. 歴史研究と地域 － 地域という概念・単位をめぐって（２） 

4. ヨーロッパにおける煤煙の問題 － 環境と地域 

5. Ruhrgebiet - ルール地方？ルール地域？（１） 

6. Ruhrgebiet - ルール地方？ルール地域？（２） 

7. １８９２年ハンブルク・コレラー地域と伝染病 

8. ドイツ植民地チンタオ（青島）－ 植民地と地域 

9. 戦争と地域（１）－第一次世界大戦とデュッセルドルフ市 

10. 戦争と地域（２）－第一次世界大戦とデュッセルドルフ市 

11. ハダマ―から－ナチスによる「安楽死」と地域 （１） 

12. ハダマ―から－ナチスによる「安楽死」と地域 （２） 

13. （対面の場合） 総括 歴史における地域－歴史における空間・場 ／ （リモートの場合） グローバルと地域と － 世界史

と地域 

14. （対面の場合） 試験／ （リモートの場合） 総括 歴史における地域－歴史における空間・場 

 

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

各講義で参考文献を挙げる（レジメにも書いてある）ので，興味のあるものを各自で収集し，熟読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/レスポンスシート(10%) 

対面授業の場合は筆記試験、オンラインの場合はレポート試験を行う。レスポンスシートは毎講義終わりに講義を聞いて考えた
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り・感じたことを自由に書いて提出してもらうものとする。<BR><BR>2021.5.27 変更【変更前】筆記試験 90％, 平常点(レスポンスシ

ート)10% 

 

テキスト（Textbooks） 

これというテキスト(教科書）はない。講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って

読んでみてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って読んでみてほしい。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では，19・20 世紀のヨーロッパ、とくにドイツの歴史からいくつかの事例をあげて、歴史における地域について考えてみた

い。 

ドイツに関心のある学生，こうした問題に関心のある学生はもちろん，なんとなく寄ってみたという学生も大歓迎である。素材を講

義という形で提供するので，みんなでいろいろと考えてみたい。歴史の知識がなくても大丈夫なようにするので，ちょっと覗いてみ

てほしい。  

 

注意事項（Notice） 
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■AC309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC309／史学講義 ９ 

(Lectures on History 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代東アジア・ユーラシア 1 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

清代のいくつかの要素を通時代的に見て、東ユーラシア地域の諸相を理解できるようにすることを目標とする。 

 

This course aims to help students acquire understanding of various aspects of the East Eurasian Area, based on certain 

elements of the Qing dynasty's entire age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

清代の領域拡大の過程をとりあげ、そこに見える政治構造や、政務処理を担当した人物などについて考察する。  

 

Based on process of the Qing dynasty's territory expansion, this course aims to cover the Qing dynasty's political structure and 

persons administering its affairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(方針や参考文献紹介など)  

2. 清代通史 1 

3. 清代通史 2 

4. 清代政治制度と清朝の皇族 1 

5. 清代政治制度と清朝の皇族 2 

6. 清代政治制度と清朝の皇族 3 

7. 清代の領域 1 

8. 清代の領域 2 

9. 清代の領域 3 

10. 清代の領域 4 

11. 清代の領域 5 

12. 清代の領域 6 

13. 清代の領域 7 

14. テスト 

 

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

特に定めないが、下記参考文献などの中国史・清史に関する文献の一読をお願いしたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード(30%)/小レポート(30%) 

コメントカード、小レポートについては講義内でとりあげた内容に関連するものとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。必要な場合は講義時にレジュメの配布や資料の提示などを行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田英弘編、2009、『清朝とは何か』、藤原書店 (ISBN:ISBN978-4-89434-682-6) 

2. 尾形勇・岸本美緒 編、1998、『世界各国史 3 中国史』、山川出版社 (ISBN:ISBN4-634-41330-2) 

3. 宮脇淳子、2002、『モンゴルの歴史』、刀水書房 (ISBN:ISBN978-4887082441) 

4. 吉澤誠一郎、2010、『清朝と近代世界』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-431249-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC313／史学講義 １３ 

(Lectures on History 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代東アジア・ユーラシア 1 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

清代末期における中央政治についての理解を深めることを目的とする。 

 

 The object of this course is understanding about Central Politics of in the late Qing Dynasty.  

 

授業の内容（Course Contents） 

主に清代末期における対外関係をとりあげ、そこに見られる政治構造や政務処理を担当した人物について考察する。 

 

It is mainly focusing on foreign relations of in the late Qing dynasty, considering political structure and persons in charge of 

political affairs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(方針や参考文献紹介) 

2. 清代通史 1 清代前～中期 

3. 清代通史 2 清代末期 

4. 清代政治制度 1 中央機関・対外関係機関 

5. 清代政治制度 2 地方制度・八旗ほか 

6. 清代の対外観 

7. アヘン戦争 

8. アロー戦争・辛酉政変 

9. 日清関係 1 

10. 日清関係 2 

11. 伊犁問題 

12. 清仏戦争 

13. 義和団戦争と光緒新政 

14. テスト 

 

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

下記参考文献などの中国史・清史に関する文献の一読をお願いしたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席(コメントカードの提出を含む)(40%)/小レポート(20%) 

出席については、出席表･コメントカード両方の提出をもって 1 回とする。最終テスト･小レポートについては、講義時の説明をよく

確認すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。講義時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉澤誠一郎、2010、『清朝と近代世界』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431249-9) 

2. 川島真、2010、『近代国家への模索』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431250-5) 

3. 尾形勇・岸本美緒 編、1998、『世界各国史 3 中国史』、山川出版社 (ISBN:4-634-41330-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC316／史学講義 １６ 

(Lectures on History 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア海域 2 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 百里子(KIKUCHI YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、アジア海域から来る在日外国人は増加の一途をたどっており、今後、彼らとのかかわりを持つ機会は確実に増えていくで

あろう。地球人として、広い視野を持って他文化を理解し、異なる習慣を持つ人々と共生していくことが求められている。 

この授業ではアジア海域、特に東南アジア各地域の古代から近世までの歴史を考古学的研究成果を通じて概観し、日本人とし

て、当該地域と日本が歴史上どのような関係をもっていたのかを理解する。 

 

In recent years, the number of foreigners from the Asian region living in Japan has been steadily increasing, and opportunities to 

interact with these newcomers will surely increase. As a global person, it is necessary to understand other cultures from a 

broad perspective and to coexist with people who have different customs. 

This class will review the history of regions in the Asian sea areas, especially Southeast Asia, from ancient times to modern 

times, through the findings of archaeological research. Students will learn what relationships the regions have historically had 

with Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア海域の交流の歴史を講義する。第三者的視座からも、日本とアジア海域諸地域の未来を見つめなおすための知識を身に

付ける。 

 

The course will conduct lectures on the history of interchange with Asian sea areas. From third-party perspectives, too, 

students will acquire knowledge for reevaluating the future of Japan and the Asian sea areas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

授業の概要（扱う国・時代、アプローチの方法）、ねらい、到達目標 

2. 東南アジアの地理的特色 

3. 東南アジアの考古学研究史 －植民地時代～現在の歴史、近年の研究動向－ 

4. アジア海域へ、そして日本列島への人類の移動 

5. 東南アジアにおける先史時代のくらし、交流１ ―石器、土器、装身具― 

6. 東南アジアにおける先史時代のくらし、交流 2 ―金属器― 

7. 東南アジアにおける初期国家の誕生 

8. 東南アジアの王国１ －ベトナム― 

9. 東南アジアの王国 2 －インドネシア― 

10. アジア海域の陶磁器交流 

11. アジア海域における近世の文物、交流 ―ホイアン日本町の考古学調査― 

12. アジア海域の銭貨交流 

13. 東南アジアにおける文化遺産保護と国際協力 

14. 東南アジアの戦争遺跡 

まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち数回程度を対面で実施し、残りはオンラインで実施予定。 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

資料の配布、課題の提出、レポート試験などは、Blackboardや立教時間を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC318／史学講義 １８ 

(Lectures on History 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界大戦とアジア 

担当者名 

（Instructor） 
中生 勝美(NAKAO KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦の歴史について、アジアからの視点でいかに見られているかを紹介しながら、歴史の複眼的見方を考える。   

 

The course will consider multi-faceted viewpoints of history while introducing how the history of World War II is viewed from 

perspectives in Asia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、第二次世界大戦中に、日本軍がアジアにおいていかなる占領統治をおこなったかという点を総合的に俯瞰しなが

ら、現在、そうした戦争記憶がどのように現地で記憶され、戦争・歴史博物館に展示されているのかを紹介する。できるだけ映像

資料を使いながら、オーラルヒストリーと文献研究を結合させた歴史人類学を講義する。 

 

This course will take a comprehensive look at what sort of occupation rule the Japanese military exerted in Asia during World 

War II, while introducing the ways in which the war is now remembered by people and displayed in war and history museums in 

the region. The course will conduct lectures on historical anthropology, combining oral history and archive research while 

making use of video materials to the extent possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回近現代史常識テスト、歴史認識研究の枠組み 

2. 内陸アジアの特務機関  

3.  満洲国の少数民族と情報工作  

4. 満洲国の文化統治：満映の宣伝映画  

5. 蒙疆阿片政策 

6. 台湾万葉集と日本語 

7.  台湾高砂義勇隊  

8. 台湾万葉集と日本語 

9. 台湾映画「サヨンの鐘」をめぐる愛憎 

10. 香港軍票に見る占領統治  

11. シンガポールの統治と華僑虐殺 

12.  ビルマ・ルートをめぐる連合軍と日本軍 、ディクシーミッション：中国共産党とアメリカ軍の交流 

13. 予備：受講生の要望に応じた講義 

14.  歴史の記憶と継承:和解に向けての試論  

 

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

事前に指定した参考文献を読み、ネット情報を閲覧しておくこと。テキストは、ブラックボードにより PDFのファイルにして配布す

る。   

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/初回テスト(10%)/中間テスト(20%)/リアクションペーパー(30%) 

テストは、Google formにより、択一と記述形式で授業内容を出題する。（2021.9.8 変更）<BR>【変更前】コロナの影響で遠隔授業

になった場合は、テストをレポートにすることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中生勝美、2016、『近代日本の人類学史：帝国と植民地の記憶』、風響社 (ISBN:978-4-89489-227-9) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC319／史学講義 １９ 

(Lectures on History 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代における法と社会 

担当者名 

（Instructor） 
赤松 淳子(AKAMATSU JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・18 世紀イングランドにおける両性の結びつきと夫婦関係の破綻に関する専門的知識を習得する。 

・両性関係をめぐる法と社会に関する一次史料を読み、解釈できるようになる。  

 

・ Students will acquire specialized knowledge concerning gender ties and the breakdown of marital relationships in 18th century 

England. 

・ Students will become able to read and interpret primary historical materials concerning law and society in the area of gender 

relations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

・18 世紀イングランドの人々の生き方を、結婚と夫婦関係の破綻の側面から考える。両性のおかれた状況やジェンダー形成の問

題を、当時の文化・社会とのかかわりにおいて分析していく。  

 

・ The course will consider the lifestyles of people in 18th century England from the aspects of both marriage and the 

breakdown of relationships. It will analyze the circumstances surrounding gender and problems concerning gender formation, in 

relation to the culture and society of the time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―18 世紀イングランドの両性・家族・法について  

2. 歴史研究の方法－歴史叙述とは／歴史研究の工程 

3. 歴史研究の方法― 一次史料と二次史料について 

4. 両性の結びつき（1）18 世紀の結婚と社会秩序  

5. 両性の結びつき（２）一次史料を読む  

6. 両性の結びつき（3）一次史料を読む 

7. まとめ 1 

8. 夫婦関係の破綻（1）18 世紀の夫権・規範・共同体  

9. 夫婦関係の破綻―姦通と暴力（2）訴訟史料を読む  

10. 夫婦関係の破綻―姦通と暴力（3）訴訟史料を読む 

11. 夫婦関係の破綻―姦通と暴力（4））訴訟史料を読む  

12. 夫婦関係の破綻―姦通と暴力（5））訴訟史料を読む  

13. まとめ 2 

14. 全体のまとめ 

 

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

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー等の提出物(40%) 

（2021.4.20 変更）【変更前】レポート(40%) 、リアクションペーパーの提出とディスカッション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プロントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・R・ギリス、2006 年、『結婚観の歴史人類学』、勁草書房 

2. ローレンス・ストーン、1991 年、『家族・性・結婚の社会史ー1500 年～1800 年のイギリス』、勁草書房 

3. スーザン・W・ハル、2003 年、『女は男に従うもの？―近世イギリス女性の日常生活』、刀水書房 

4. アラン・マクファーレン、1999年、『再生産の歴史人類学―1300 年～1840 年英国の恋愛・結婚・家族戦略』、勁草書房 
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5. アン・リー監督、1995 年、『（ＤＶＤ）『いつか晴れた日に』 

6. ソウル・ディブ監督、2008 年、『（ＤＶＤ）『ある公爵夫人の生涯』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面授業は数回予定しているが、コロナ禍の状況により変更することもある。初回の授業については Blackboardを参照のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC321／史学講義 ２１ 

(Lectures on History 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会史の方法 

担当者名 

（Instructor） 
森 達也(MORI TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

陶磁器という考古学研究や歴史学研究に利用可能な資料についての理解を深め、陶磁器資料を活用した研究事例についての

知識を身に着ける。 

 

Having a deep understanding of ceramics, which can be available for archaeological and historical researchs, and lerning about 

research cases using excavated ceramics. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

8 世紀から 19 世紀にかけて世界の広範な地域に輸出され、各地の陶磁器生産に大きな影響を与えた中国の輸出陶磁の産地や

種類の変遷を概説し、世界各地の遺跡で出土した中国輸出陶磁の分析を通じて、人とモノの移動について論じる。 

 

First, the lecturer outline the changes in the production areas and types of Chinese export ceramics that were exported to a 

wide range of regions around the world from the 8th century to the 19th century. Then, introduce some cases of the 

movement of the person and the thing through the analysis of Chinese export ceramics excavated in ruins all over the world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究資料としての陶磁器の特性について 

2. 中国輸出陶磁の変遷① 唐・五代 

3. 中国輸出陶磁の変遷② 宋・元 

4. 中国輸出陶磁の変遷③ 明・清 

5. 日本出土の中国輸出陶磁① 飛鳥・奈良 

6. 日本出土の中国輸出陶磁② 平安・鎌倉・室町 

7. 日本出土の中国輸出陶磁③ 戦国時代～江戸 

8. 水中考古学と陶磁器 

9. インドネシア・黒石号沈船の陶磁器 

10. 中国・南海 1 号沈船の陶磁器 

11. 韓国新安沈船の陶磁器 

12. ペルシャ湾岸発見の中国陶磁 

13. 琉球王国と中国陶磁貿易① 11 世紀から 13 世紀 

14. 琉球王国と中国陶磁貿易② 14 世紀から 19 世紀 

 

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

東京国立博物館や出光美術館などに赴いて、陶磁器の実物資料を見学してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(75%)/出席および授業参加度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アジア考古学四学会編、2013、『陶磁器流通の考古学』、高志書店 (ISBN:978-4-86215-127-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 354 - 

■AC324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC324／史学講義 ２４ 

(Lectures on History 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と環境 

担当者名 

（Instructor） 
新井 才二(ARAI SAIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西アジアにおける狩猟採集から農耕牧畜への移行の過程に関する環境考古学的な研究を通じ、過去において人間と環境が相

互に与えた影響への理解を深める。 

 

This course will give an opportunity to understand the past interactions between humans and environments through the 

environmental archaeological studies on transition from foraging to farming in West Asia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では西アジアにおける更新世末から完新世の初頭にかけて、時代ごとの人々の生活形態の変化を概観することで、先史

時代において環境が人々の生活に与えた影響や、いかにして食糧生産経済が成立したのか議論を行う。また、初期農耕民の周

辺地域への拡散の様相を扱い、どのようにユーラシアの東西交流の成立に影響を与えたかにも触れる。   

 

In this course, we will discuss that how the environment influenced human life and how food-producing economy was 

established in prehistory through the overview of changes in lifeways of people from final Pleistocene to early Holocene West 

Asia. In addition, how the early farmers played important roles in the establishment of East-West interchanges will be discussed.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人間と環境 (1) 西アジアの考古学 

2. 人間と環境 (2) 西アジアの考古学 

3. 人間と環境 (3) 西アジアの考古学 

4. 人間と環境 (4) 西アジアの考古学 

5. 人間と環境 (5) 西アジアの考古学 

6. 人間と環境 (6) 西アジアの考古学 

7. 人間と環境 (7) 西アジアの考古学 

8. 人間と環境 (8) 西アジアの考古学 

9. 人間と環境 (9) 西アジアの考古学 

10. 人間と環境 (10) 西アジアの考古学 

11. 人間と環境 (11) 中央アジアの考古学 

12. 人間と環境 (12) 中央アジアの考古学 

13. 人間と環境 (13) 中央アジアの考古学 

14. 人間と環境 (14) 中央アジアの考古学 

 

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、必要に応じて別途支持する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は授業内でその都度配布を行う。  

 

参考文献（Readings） 

1. 大津忠彦、常木晃、西秋良宏、1997、『西アジアの考古学』、同成社 (ISBN:9784886211545) 

2. ピーター・ベルウッド、2008、『農耕起源の人類史』、京都大学出版会 (ISBN:9784876987221) 

3. Barry Cunliffe. 2015. By Steppe, Desert, and Ocean: The Birth of Eurasia. Oxford University Press (ISBN:9780199689170) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC326／史学講義 ２６ 

(Lectures on History 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と知の歴史 2 

担当者名 

（Instructor） 
清水 領(SHIMIZU ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．近代社会において宗教と科学の影響を受けながら、新しい社会制度がつくられていく歴史的な過程と理由を理解する。 

２．それらの制度が我々の現代社会にどのような影響を与えているかを考える。 

 

1. Understand the historical processes and their reasons of the establishment of the new modern social systems under the 

influence of Religions and Siences. 

2.  Consider how these systems and ideas affect our modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、革命後のフランス社会の中で宗教の持つ役割が変化し、科学を根拠にするあらたな社会制度や思想がつくられ

る様子を扱う。啓蒙思想ではキリスト教が持つ権威的な側面が否定され、人間が生まれながら持つとされる「理性」が重視され

た。革命が実現した後には、「道徳」や「理性」を備えた人間が作る、複数の宗教が共存する社会が理想とされた。こうした変化

は、社会全体の工業化や科学の発展と共に、様々な社会制度や思想をつくりながら進展する。 

 毎回の授業では上記の歴史についての講義を行い、その後みなさんの側でリアクション・ペーパーや課題を提出してもらいま

す。次回にそれらの解説を行いますので、課題を通して議論に参加するようにしてください。 

※ 現時点では対面の授業を想定していますが、状況次第でオンライン授業になる可能性があります。授業の進め方については

第一回の授業で説明します。 

 

This class deals with how the role of religion changed in post-revolutionary French society, and why new social institutions and 

ideas based on science are created. The Enlightenment philosophers denied the authority of Christianity, and the "reason" that 

human beings are supposed to have by nature was emphasized. After the revolution was realized, the ideal society was one in 

which multiple religions coexist, created by humans with "morality" and "reason." These changes progress while creating 

various social institutions and ideas along with the industrialization of the society and the development of Sciences.  

 Notification   

* In the latter minutes of each class, you must submit “reaction papers” or assignments. There will be feedback in the next 

class, so be sure to take part in the discussion through the assignments.  

* We are now assuming face-to-face ckass, but there is a possibility that it will be online class depending on the situation. I will 

explain how to proceed with the class in the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 啓蒙思想とキリスト教批判 

3. フランス革命と非キリスト教化運動 

4. 理神論と無神論 

5. ナポレオンと宗教制度の再編成 

6. 産業化の始まりとサン・シモン主義 

7. フランスのユダヤ人とその解放 

8. ユダヤ教徒社会の変容 

9. 実証主義と「科学」の発展 

10. 人種主義 

11. ドレフュス事件と「知識人」 

12. 政教分離法とライシテ 

13. 小テスト 

14. まとめ 

 

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

授業資料を復習し、疑問に思った部分は参考文献を読んで理解しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の課題(複数回)(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷川稔、1997 年、『十字架と三色旗』、山川出版社 (ISBN:4634481502) 

2. 上垣豊、2016 年、『規律と教養のフランス近代』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623074679) 

3. 伊達聖伸、2010 年、『ライシテ・道徳・宗教』、勁草書房 (ISBN:9784326102037) 

4. クリストフ・シャルル、2006 年、『知識人の誕生』、藤原書店 (ISBN:489434517X) 

上記の参考文献は一部。詳しくは授業の各回で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC328／史学講義 ２８ 

(Lectures on History 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本とアジア 2 

担当者名 

（Instructor） 
河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は日本史の立場から、歴史学における史料分析や文献解釈に基づいて対象とする時代の歴史を理解することを目標とす

る。また、日本史という視座の設定は、ともすれば一国史的理解に偏りがちであるが、当該時期の国際世界を理解することによっ

て広域的な歴史的世界のなかに日本史が位置づくものであるという視点を獲得することを目指す。 

 

This tuition does to understand history in the time which he makes the subject based on an analysis of historical sources and 

document interpretation in historical science from the view point of a history of Japan with a target. 

Setting of an viewpoint as a Japanese history often leans to a country historical understanding, but a history of Japan aims to 

get the angle as DEARU in location ZUKU in the wide area-like historical world by understanding the international world in time 

concerned. 

 

授業の内容（Course Contents） 

8 世紀半ばの日本律令国家と国際世界について講義する。当該時期の日本史から見た国際関係は、東アジア世界の枠組みで

考えられてきた。一方で、近年では東部ユーラシア論など、より広域的な国際関係から理解しようとする試みも盛んである。本授

業では、日本の外交関係を基軸としながら、東アジアよりも広域的な世界に対してどのようにつながっていたのか講義する。 

 

I lecture on mid-Japanese nation under Ritsuryo legal code and international world in the 8th century. The international 

relations judged from a history of Japan in time concerned have been considered by a structure in East Asia World. 

On the other hand the effort which tries to choose eastern Eurasian theory by recent years and understand from wide area-like 

international relations is also popular. 

How do you get in touch or lecture to the world wide area more-like than East Asia while making the Japanese diplomatic 

relations a criterion at this session? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 東アジアと東部ユーラシア 

2. 日本と新羅 

3. 日本と渤海 

4. 遣唐使 

5. ソグド 

6. 海のシルクロード 

7. 東西アジアの交流 

8. 留学生の活動 

9. 宗教の位相 

10. 儀式のなかの国際関係 

11. 記憶と伝統 

12. 安史の乱 

13. 東アジアとイスラム 

14. 試験 

 

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

予習：次回授業のキーワードを調べてくる。 

復習：配布資料を読み直す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーへの取り組み(50%) 

出席が 2/3 以上に達していない場合は評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 
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特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC330／史学講義 ３０ 

(Lectures on History 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
律令制国家論 2 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「律令国家」の成立と制度、古代の国際交流を学ぶことで、日本列島に「国家」が登場する意義、交通と支配の関係、東アジアの

交流とそれを支える人々の姿を具体的に考え、古代の社会像をみずから読み解けることを目指します。 

 

Through study of the systems and actuality of the ritsuryo legal codes of the Nara and Heian periods, as well as international 

exchange in ancient times, the course aims to have students think specifically about the significance of the appearance of "the 

state” on the Japanese archipelago, the relationship between traffic and rulership, and interchange with East Asia and the 

nature of the people who support it, so that students will interpret their own image of ancient society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代の日本列島に中央集権的な国家が形成され、中国王朝の影響を受けた「律令国家」が誕生します。しかし、国家は無前提に

形成されるものではありません。王権と列島各地の地域社会との交通、そして、国際的な関係によって形成されるものです。この

講義では、前提となる「国家」や「律令」について考えたうえで、「律令国家」の地方支配と交通、対外交流を主軸として取り上げ、

列島内や周辺諸地域との具体的な「人・モノ・情報」の移動から当時の国際関係と列島社会について解説していきます。 

 

With the formation of a state with centralized authority on the ancient Japanese archipelago, the ritsuryo state influenced by 

Chinese dynasties was born. However, the state was not formed without premises. It was formed through royal power, traffic 

with communities throughout the archipelago, and international relations. The lectures will take up topics with a focus on 

regional control and foreign interchange in the ritsuryo state, and will explain the international relations and the island society of 

the time based on the movements of specific persons, goods, and information within the archipelago and in exchange with 

surrounding regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国家とは何か 

3. 国家の諸段階ー初期国家・首長制社会を考える 

4. 東アジアの国づくり－邑から国へ 

5. 日本列島の国づくり①ー百余国から倭国へ 

6. 日本列島の国づくり②ー倭国から日本へ 

7. 律令とは何か 

8. 日本列島における律令制度①－律令の受容と編纂 

9. 日本列島における律令制度②－格式の編纂と礼秩序 

10. 日本列島における律令制度③ー中央集権的体制の構築 

11. 日本列島における律令制度④－地方支配の展開 

12. 律令国家の対外交流①－外交使節の往来 

13. 律令国家の対外交流②－海を渡る僧侶たち 

14. 律令国家の対外交流③－海を越えるモノ・情報 

 

 

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

配布するプリントや参考文献を用いて、授業前は概要を予習し、疑問点などがあれば事前に整理してください。授業後は講義の

内容を復習し、次の授業に備えて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーの記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。講義時にプリントを配布します。 
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参考文献（Readings） 

配布プリントにて適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント、映像資料を使用した講義形式です。履修している学生に対して事前に説明した上で授業計画が変更になる場合が

あります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC332／史学講義 ３２ 

(Lectures on History 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の荘園に関する最新の研究成果に学びつつ、各時代にみえる荘園の特徴を把握する。そして、復原された荘園現地の

情報をもとに、民衆の視点から日本中世社会を理解する。 

 

We learn about the latest research results on manors in medieval Japan and grasp the characteristics of manors in each period. 

Based on the information from the restored manor sites, we review to understand Japanese medieval society from the 

perspective of the people 

 

授業の内容（Course Contents） 

難解なイメージのある荘園については、近年の研究成果により、従来の教科書的な通説の見直しが行われている。そうした最新

の研究成果を踏まえ、本講義では、摂関期から戦国・織豊期までの各時代の特徴を古代荘園との比較を通して理解していく。 

 また、制度的側面だけでなく、荘園現地調査による景観復原の成果を通して、中世社会における荘園や村落の実態を絵図など

も参考にしながら解説する。そして、当時の史料をもとに民衆のいきいきとした姿を浮かびあがらせることで、具体的な荘園像を

描き出していく。 

 

The manor which often gives us an impression difficult to understand has recently been under revisions of the conventional 

textbook theory followed by the latest researches. 

Based on those latest research results, this lecture provides an understanding of the characteristics of each period from the 

regency period to the Sengoku and Shokuhou periods by making a comparison with ancient manors. 

In addition to the institutional aspects, the actual conditions of manors and villages in medieval society is explained through the 

results of landscape restoration based on field surveys of manors, with references such as pictorial maps. 

At the end of the lecture, we make the people at that period in realistic figure through such historical documents, which results 

in bringing the manors with more detailed and concrete image to us. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 日本中世とはどのような時代か 

2. 高校の教科書に登場する荘園像 

3. 荘園の発生 

4. 摂関期の荘園 

5. 藤原頼道と平等院領荘園 

6. 院政期の荘園 

7. 山林資源をめぐる村落間紛争 

8. 荘園と村落① 

9. 荘園と村落② 

10. 鎌倉期の荘園 

11. 荘園制の再編 

12. 伊勢神宮領荘園と村落の再編 

13. 南北朝期～戦国・織豊期の荘園 

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、随時授業中に指示する。また履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行うことも

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 
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特に定めない。授業内に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荘園史研究会編、2013、『荘園史研究ハンドブック』、東京堂出版 (ISBN:978-4-490-20847-4) 

2. 永原慶二、1998、『荘園』、吉川弘文館 (ISBN:4-642-06656-X) 

3. 稲垣泰彦編、1973、『荘園の世界』、東京大学出版会 (ISBN:1321-06141-5149) 

4. 水野章二、2015、『里山の成立：中世の環境と資源』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082846) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPointを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用することもある。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用することもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC333／史学講義 ３３ 

(Lectures on History 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
荒木 和憲(ARAKI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世日本と世界（とくに東アジア）との交流の歴史を体系的かつ具体的に学ぶことで、日本の歴史と文化が単独で育まれてきた

わけではなく、世界との交流が少なからず影響していることを理解する。  

 

By systematically and concretely studying the history of exchanges between medieval Japan and the world (particularly East 

Asia), students will understand that Japan's history and culture were not fostered in seclusion; rather, interaction with the world 

had considerable impacts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「日本」の境界が決して自明なものではなく、時代によって変動してきたという客観的事実を理解した上で、中世日本と世界（とくに

東アジア）との間において、どのような平和な交流が営まれていたのか、そして時としてなぜ戦争が繰り広げられたのかという問

題について、時代別・地域別に概観する。  

 

With an understanding of the objective fact that the boundaries of Japan have never been self-evident and have fluctuated with 

the eras, the course will provide era-specific and region-specific overviews concerning questions of what sort of peaceful 

exchanges were conducted between medieval Japan and the world (particularly East Asia), and why wars broke out at times.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前近代「日本」の境界  

2. 日本と宋の交流（１）  

3. 日本と宋の交流（2）  

4. 日本と元（モンゴル）の交流（１）  

5. 日本と元（モンゴル）の交流（２）  

6. 日本と高麗の交流  

7. 日本と明の交流（１） 

8. 日本と明の交流（２）  

9. 日本と朝鮮の交流（１）  

10. 日本と朝鮮の交流（２）  

11. 日本と琉球の交流（１）  

12. 日本と琉球の交流（２）  

13. 後期倭寇の活動と統一政権の登場 （１）  

14. 後期倭寇の活動と統一政権の登場 （２）  

 

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

  

シラバス掲載の参考文献を手がかりとし、各自の問題関心に応じて理解を深めることが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及び授業参加態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。毎回、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ブルース・バートン、2000、『日本の「境界」』、青木書店 (ISBN:978-4250200120) 

2. 村井章介、2014、『境界史の構想』、敬文社 (ISBN:978-4906822126) 

3. 桃木至朗（編）、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000224840) 

4. 榎本渉、2020、『僧侶と海商たちの東シナ海』、講談社 (ISBN:978-4065212738) 
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5. 関周一（編）、2017、『日朝関係史』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642083089) 

6. 村井章介（編集代表）、2015、『日明関係史研究入門』、勉誠出版 (ISBN:978-4585221265) 

7. 大庭康時・佐伯弘次・菅波正人・田上勇一郎（編）、2008、『中世都市博多を掘る』、海鳥社 (ISBN:978-4874156643) 

日本の国際交流史の流れについて、教養として学ぶには『NHK さかのぼり日本史』外交篇 1～10（NHK 出版、2012～2013 年）

を、専門的に学ぶには『アジアのなかの日本史』1～6（東京大学出版会、1992～93 年）や『日本の対外関係』1～7（吉川弘文館、

2010～13 年）を通読するとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC336／史学講義 ３６ 

(Lectures on History 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統社会史論 1 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代の幕政、および地域社会の具体相を、これまでの研究や地域に残る近世史料の具体的な読解から明らかにする方法を

学ぶ。 

 

Students will learn how to clarify concrete aspects of the Edo period Shogunate and regional society from concrete specific 

readings of past research and modern historical materials remaining in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代に房総に存在した幕府直轄の牧場を素材に取り上げ、幕府における支配や役割などの移り変わりを明らかにするととも

に、この直轄牧をとりまく地域社会の構造を具体的に読み解いていく。また享保期・寛政期・嘉永期に直轄牧で行われた将軍によ

る鹿狩の検討を通して、幕府と地域社会との関わりを考えていく。 

 

Taking the ranches under the direct jurisdiction of the Shogunate in Boso during the Edo period as its material, the course will 

clarify transitions of rule, roles, etc. in the Shogunate, and will concretely interpret the structure of regional society surrounding 

the directly controlled ranches. The course will also consider the relationship between the Shogunate and regional society 

through an examination of deer hunting by generals in directly controlled ranches during the Kyoho period, Kansei period, and 

Kaei period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／江戸幕府直轄牧についての概説 

2. 江戸幕府直轄牧の支配と役割（１） 

3. 江戸幕府直轄牧の支配と役割（２） 

4. 江戸幕府直轄牧と地域社会（１） 

5. 江戸幕府直轄牧と地域社会（２） 

6. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（１）享保期① 

7. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（２）享保期② 

8. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（３）享保期③ 

9. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（４）享保期④ 

10. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（５）寛政期① 

11. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（６）寛政期② 

12. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（７）嘉永期① 

13. 将軍鹿狩の舞台としての直轄牧（８）嘉永期② 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー・授業態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷貞夫、2009、『江戸幕府の直営牧』、岩田書院 (ISBN:978-4-87294-590-1) 

2. 兼平賢治、2015、『馬と人の江戸時代』、吉川弘文館 (ISBN:978-4-642-05798-1) 

そのほか授業時に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC337／史学講義 ３７ 

(Lectures on History 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
矢森 小映子(YAMORI SAEKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 近世日本の人々の世界観を史料から読み取れるようになること、さらにその形成過程を歴史的文脈の中で捉える作業を通し、

思想史への理解を深めることを目標とする。 

 

 The course's aim is to deepen understanding of the history of thought through the task of becoming able to grasp the 

worldview of the people of early modern Japan from historical materials, and of further understanding the process of its 

formation from historical context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代の私たちがもっている世界観や自国イメージは、いかに形成され、流布し、再生産されてきたのだろうか。本講義ではその

展開過程を、主に近世日本の洋学者とその周辺の人々の事例を通して歴史的文脈の中で検討していく。毎回一つのテーマに沿

って、一人ないし複数の人物をとりあげ、彼らの史料を読み、その世界観と背景にある近世社会・思想の特質を考察する。私たち

が当たり前に思っている世界観やイメージがいつどのように形成され、どのような問題を抱えているのか、考えるきっかけにつな

げてほしい。さらに講義全体を通して、現代に生きる私たちが思想史を学ぶ意義についても考えていく。 

 

 How was the worldview and the image of our country that we today hold formed, spread, and reproduced? The lectures will 

examine these development processes within historical context, primarily through examples of scholars of the West and the 

people around them in early modern Japan. Each session, the course will take up one or more persons in line with a single 

theme, read their historical materials, and consider the characteristics of the early modern society and thought behind their 

worldviews. Students should view this as an opportunity to think about how and when the worldviews and the images that we 

consider the norm were formed, and what problems are inherent in them. In addition, through the lectures overall, students will 

think about the significance of the study of the history of thought by those of us who live in the present. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―世界観の歴史を学ぶ意味― 

2. 洋学と洋学者－基本概念と研究史― 

3. 近世初期の世界観―「三国」世界観の展開― 

4. 地球球体説の衝撃―「中国」イメージの変容― 

5. 「国益」と自国認識―司馬江漢と本多利明― 

6. 世界地理学者・山村才助の世界観 

7. 国学者・平田篤胤の洋学受容と世界観 

8. 江戸知識人の洋学受容と世界観①―渡辺崋山の洋学研究― 

9. 江戸知識人の洋学受容と世界観②―渡辺崋山の「小国」思想― 

10. 史料を読み解く―蘭書から見える「世界」― 

11. 只野真葛の世界観―近世の一女性が見た世界― 

12. 箕作省吾『坤輿図識』の世界―幕末の世界観― 

13. まとめ 

14. 筆記試験 

 

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

 参考文献は授業中に適宜紹介するので、積極的に読んで講義に臨むこと。授業時に配布したプリントを読み直して復習し、近

世史の流れや基本的な語彙などは各自で確認しておく。それ以外の授業時間外における学習の指示は、必要に応じて授業内に

行う｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

10 回以上出席していない場合、成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

  テキストは使用しない。授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沼田次郎、1989、『洋学』、吉川弘文館 (ISBN:4642065407) 

2. 川村博忠、2003、『近世日本の世界像』、ぺりかん社 (ISBN:4831510645) 

  そのほか、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パワーポイントを使用した講義形式を中心に行う。授業の中で小課題や史料の読み解きを課すので、積極的に取り組んでほし

い。原則として全授業回対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC340／史学講義 ４０ 

(Lectures on History 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
蔭木 達也(KAGEKI TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

議会や銀行、工場といった都市の機構を中心とした社会ではなく、田畑や農作を中心とした社会を目指した農民社会思想の 19

世紀末から 20 世紀前半にかけての展開と限界について学ぶことを通じて、「近代」日本の社会構造を相対化して捉える視点を得

ることを目標とします。 

 

The objective of this course is to get the new perspective relativizing the current Japanese society by learning the 

development and limit of the thought for farmers’ society from the end of 19th century to the first half of 20th century in 

Japan. The thought for farmers’ society sought possibility of the farmers centered society based on fields and agriculture as the 

future of modern society instead of the urban centered society constituted by the Diet Building, banks and factories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域活性化や地方創生というスローガンが叫ばれて久しいですが、耕地荒廃、限界集落の発生、廃村の進行は止まりません。

環境破壊、里山の荒廃、第一次産業の衰退など、その帰結は深刻なものです。要因は産業構造の転換や少子高齢化など様々

に挙げることができますが、その根本には 20 世紀を通じての都市化、工業化の進展があると言うことができるでしょう。 

都市化、工業化ということは、日本において「近代化」を特徴付ける重要な要素であると考えられます。ただ、「近代日本史」を振り

返ってみたときに私たちが「近代化」と呼ぶものの正統性は、結果的に生まれてきたものです。その歴史が始まり、進展していく中

で、誰もがそのような「近代化」を求めたわけではありませんでした。農村に生まれ育った人、あるいは農村に働いた人、あるいは

農村に夢を見た人……様々な人がオルタナティブな「近代」を描きつつ、しかしその実現に失敗してきました。 

そこで本授業では、都市化、工業化する日本社会に対して異議を申し立て、「農民」中心の社会を構想した人々の思想とその限

界をたどることで、近代日本史を相対的に捉え直し、結果的に「近代化」された日本社会で生きる私たちのあり方を再考します。 

 

Although many slogans such as “Regional development” and “Regional revitalization” had been promoted for a long time, amount 

of abandoned farmland, unsustainable village and abolished village are increasing. Shift in industrial structure, the declining 

birthrate and aging population could be listed as its well-known factors. However, if we deep dive into this issue, the progress of 

urbanization and industrialization throughout the 20th century might be found as the underlying factors. Urbanization and 

industrialization are regarded as significant elements of “modernization” of Japan. While, such “modernization” we find in 

“modern” history of Japan is just a historical result, not prearranged fact. In the beginning and along the progress of 

“modernization” in Japan, some people had not demanded such kind of modernization. The people born in village, worked in 

village, or idealized of village, they pictured alternative “modernization” centering rural villages and farmers, despite of many 

times failure in its realization. 

This course treats the thought of “farmers” centered society against urbanization and industrialization. By learning the potential 

and limit of their thought we reconsider “modern history” and how we are in the “modernized” society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. いまなぜ農民社会思想史なのか：村おこし、地域活性化、過疎問題を考える前に 

2. 農民たちの自由民権運動：近代化の主体となった人々 

3. 谷中村をめぐって：農民と政府の対立が生んだ渡良瀬遊水地 

4. トルストイの影響：江渡狄嶺、武者小路実篤、有島武郎 

5. 賀川豊彦の「友愛経済」：JA共済の起源 

6. 堀井梁歩の農民新生運動：雑誌『第三帝国』と農民の大正デモクラシー 

7. 下中弥三郎の普選批判と非政党同盟：米国 Non-Partisan league の輸入 

8. 鑓田研一の無政府重農主義：現世救済を模索したクリスチャン 

9. 犬田卯の農民自治主義：具体的な農民社会像を描いた文学者 

10. 石川三四郎の土民思想：カーペンターとルクリュ 

11. クロポトキンと農工合体の理想農村：赤羽巌穴、八太舟三 

12. 農本主義：権藤成卿、橘孝三郎、井上日召 

13. ユートピアを求めた侵略：満洲と笠木良明、石原莞爾 

14. 近代は終わるのか：共存の条件としての農村 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者から提出された疑問点、論点、関心に合わせて適宜内容を補足・変更し、要望に応じて授業時間外の学習支援を行いま

す。 

 

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） 

岩崎正弥『農本思想の社会史 生活と国体の交錯』京都大学出版会、1997 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 372 - 

■AC342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC342／史学講義 ４２ 

(Lectures on History 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本女性史 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日本軍「慰安婦」問題と近代公娼制度」というテーマのもと、近代日本の公娼制度と日本軍「慰安婦」問題との歴史的関係を概

観するとともに、各国との国際比較、戦後も引き続く軍隊と性的施設・性暴力について考察する。 

 

Under themes of the "comfort women" issue of the Japanese military and modern licensed prostitution systems, this course 

takes an overview of the historical relationship between modern Japan's licensed prostitution system and the comfort women 

problem of the Japanese military, while making comparisons with other countries and considering the issues of armed forces 

and sexual facilities/sexual violence that continues even after the war. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本軍「慰安婦」問題とは何で、なぜ今日に至るまで解決していないのだろうか。本講義はこうした疑問に答えるとともに、同問題

と近代公娼制度との関係に焦点をあてたい。公娼制度と「慰安婦」問題は別物であり、多くの「慰安婦」被害者は性売買（売春）と

は関係のない人々であった。ただし、身売りで娼妓・芸妓・酌婦にさせられた女性たちの中に「慰安婦」になったケースが存在した

こと、それは日本人の「慰安婦」に多かったことがわかっており、両者は深く関係していた。本講義では、近代日本の公娼制度と

人身売買が日本軍「慰安婦」問題の温床となったこと、加えて、各国・各国軍の性的施設・性暴力との比較、さらには現代日本の

女性の貧困と性売買・性暴力をめぐる状況についても言及したい。 

 

What is the issue of "comfort women" in the Japanese military, and why has it not been resolved even today? In addition to 

answering these questions, the lectures will place a spotlight on the relationship between this problem and modern licensed 

prostitution systems. The licensed prostitution system and the comfort women issue were separate, and many "comfort 

women" victims were people who had nothing to do with the sex trade (i.e., prostitution). However, it is known that women sold 

into prostitution, the geisha trade, and the barmaid trade became comfort women in some cases, that such cases were common 

among Japanese comfort women, and that the two were deeply related. The lectures will also touch on the fact that the modern 

Japanese licensed prostitution system and human trafficking were hotbeds for the issue of comfort women in the Japanese 

military. It will make comparisons with sexual facilities and sexual violence in other countries and armed forces, and further 

touch on the situation surrounding poverty and the sex trade/sexual violence in contemporary Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方 

2. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（１） 

3. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（２） 

4. 日本軍「慰安婦」問題とは何か（3） 

5. 「慰安婦」問題解決運動と国際社会 

6. 娼妓・芸妓・酌婦から「慰安婦」へ （１） 

7. 娼妓・芸妓・酌婦から「慰安婦」へ （２） 

8. 近代公娼制度の歴史（1）  

9. 近代公娼制度の歴史（2）  

10. 各国軍の性的施設・性暴力（1） 

11. 各国軍の性的施設・性暴力（2） 

12. 現代日本における性を買う男たち 

13. 現代日本における貧困と性売買――「自己責任」論を批判する 

14. まとめ 

 

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

事前・事後学習については、毎回の授業でポイントと課題を提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード(60%)/レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

配布プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉見義明、1995、『従軍慰安婦』、岩波書店 

2. 「戦争と女性への暴力」リサーチアクションセンター編（西野瑠美子・金富子・小野沢あかね責任編集）、2013、『「慰安婦」バッ

シングを越えて』、大月書店 

3. 小野沢あかね、2013、『「「慰安婦」問題からみた近代日本社会」新田啓子編『ジェンダー研究の現在』』、立教大学出版会 

4. 歴史学研究会・日本史研究会編、2014、『「慰安婦」問題を／から考える』、岩波書店 

5. 飯島裕子、2016、『ルポ 貧困女子』、岩波書店 

6. 宮本節子、2016、『AV出演を強要された彼女たち』、ちくま新書 

7. 国立歴史民俗博物館、2020、『企画展示 性差の日本史』、国立歴史民俗博物館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC343／史学講義 ４３ 

(Lectures on History 43) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本史論 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本史を社会経済史・環境史的側面から理解する。なかでも、1980〜2000 年代における変化の画期性を理解する。 

 

Students will understand postwar Japanese history from a perspective of socio-economic and environmental history. Within 

this, students will particularly learn about the epoch-making changes that occurred from the 1980s to the 2000s. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦後における日本社会経済史・環境史上の主要な事項について概説する。そのうえで、１９８０年代から２０００年

代にかけての日本経済と社会の変化（具体的には、「公共性」の意味変化や都市空間・山野・河川・海浜の変化など）に注目し

て、２１世紀の現状を歴史的に理解するための手がかりを探究する。 

 

The course will outline major incidents in the socio-economic and environmental history of Japan following World War II. Based 

on this, the course will focus on changes in Japan's economy and society from the 1980s to the 2000s (specifically, changes in 

the meaning of "public", changes in urban spaces, fields, mountains, rivers, beaches, etc.), and will investigate clues for 

historically understanding the current conditions of the 21st century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業の問題関心 

2. 戦後改革の歴史的意義 

3. 高度経済成長と環境問題・地方自治（１） 

4. 高度経済成長と環境問題・地方自治（２） 

5. 高度経済成長と環境問題・地方自治（３） 

6. オイルショックと１９７０年代の変化（１） 

7. オイルショックと１９７０年代の変化（２） 

8. 1980 年代における経済の変化と地方自治（１） 

9. 1980 年代における経済の変化と地方自治（２） 

10. 新自由主義の展開と空間の変容（１） 

11. 新自由主義の展開と空間の変容（２） 

12. 新自由主義の展開と空間の変容（３） 

13. 現状への展望と総括 

14. 理解度の確認 

 

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

戦後史は既に７０年以上が経過していますが、高校までの勉強では戦前日本の近代史は取り上げていても、戦後の７０数年の歴

史に関しては、あまり学んでこなかった人が多いと思います。その意味で、戦後史の大まかな流れは、各自予習してきてくださ

い。また、初めて学ぶ内容が多いと思うので、授業ごとに講義内容の復習をおこない、不明な点は早めに質問してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート（２回）(40%) 

授業の理解度を確認するレポート提出を、２回求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森武麿ほか、2002、『現代日本経済史 新版』、有斐閣 (ISBN:4641159017) 

2. 大門正克、2011、『Jr. 日本の歴史 ７ 国際社会と日本』、小学館 (ISBN:9784092930179) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中の私語や、やむを得ない事情を除く授業の早退は、ご遠慮願います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC346／史学講義 ４６ 

(Lectures on History 46) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会史論 2 

担当者名 

（Instructor） 
李 英美(RI YONGMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)近現代の日本とアジア地域をめぐる、人の移動の歴史的背景と制度的枠組について把握する。 

(2)日本を取り巻く国際関係、とくに東アジア地域との諸問題に対する洞察力を養い、「人の移動」という観点から、現代日本の社

会問題を捉える素養を身につけることを目指す。 

 

(1) This course aims to help students understand the historical background and institutional framework of human migration 

around contemporary Japan and the Asian region. 

 

(2) The purpose of this course is to understand the international relations surrounding Japan, especially with the East Asian 

region, and to acquire the ability to understand the social problems of modern Japan from the viewpoint of "human mobility". 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の社会では、国境を越えたヒトやモノの交流がますます盛んになっています。近現代においても、国際関係や政治に応じて、

多くの人びとが国境をまたぐ移動を経験しました。そのひとつの契機が戦争です。本講義では、人の移動を「自発性／強制性」と

いう観点から捉え、戦時あるいは戦後直後に人々のナショナリティや国籍が、法制度や政治の展開によってどのような変容を迫

られたのかを、移民、難民、外国人、引揚者などのキーワードを軸に学びます。それらの歴史を検討することで、現代日本社会に

つながる外国籍住民の人権や、「多文化・共生」に関する議論を捉えるための視点や知識を習得します。 

 

In modern society, migration and cross-border human mobility are becoming more and more active. Also modern and 

contemporary Japan, a lot of people across the national(regional)border depending on the international situation and politics has 

moved.War is one of them. In this course, we will discuss the movements of people from the perspective of "voluntary and 

compulsory" and learn how nationalities  have been forced to change due to the development of legal and political systems 

during and after the war. In addition, we will acquire the perspective and knowledge to understand the human rights of foreigners 

in modern Japanese society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近代日本をめぐる人の移動 

3. 大日本帝国の膨張とアジアをめぐる人の移動 

4. 大日本帝国期の日本と植民地の国籍／戸籍 

5. 第二次世界大戦後の国境再編と人の移動：引揚げ、帰還、送還、残留 

6. 戦後「日本人」と「外国人」のナショナリティ(再)定義 

7. 冷戦・ポスト冷戦期の人の移動 

8. 戦後日本の出入国管理・移民法制の成立と転換：「1952 年体制」と「1990 年体制」 

9. 外国人労働者と日本の移住労働者政策 

10. 非正規移民と入国者収容所 

11. 地域社会と多文化共生の取組み 

12. 外国人・移民への差別をめぐる法規制 

13. 映像視聴と議論 

14. まとめ 

 

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

授業内で提示する参考文献・資料を読んで授業に参加してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に提示した提出物(20%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可とします。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中宏、2013、『在日外国人 第三版：法の壁、心の溝』、岩波新書 (ISBN:978-4004314295) 

2. 加藤聖文、2009、『「大日本帝国」崩壊：東アジアの 1945 年』、中公新書 (ISBN:978-4121020154) 

3. 永吉希久子、2020、『移民と日本社会』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102580-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンラインとの併用可否について：初回のガイダンスで、履修者との相談により決定します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC347／史学講義 ４７ 

(Lectures on History 47) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と平和の歴史 1 

担当者名 

（Instructor） 
河野 保博(KAWANO YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代東アジアの国際情勢について、６～８世紀を中心にその歴史的展開を学び、外交や戦争、交易といった相互の関係だけでな

く、多面的な視野で国際関係を理解し、史料に基づいて歴史を評価できるように目指します。 

 

 The course aims to have students understand the historical development of the international situation in ancient East Asia, 

mainly in the 6th and 8th centuries, based on historical materials. And understand not only mutual relationships such as 

diplomacy, war, and trade, but also international relationships from a multifaceted perspective.  

 

授業の内容（Course Contents） 

古代の東アジアについて、密接に関わりあう中国大陸・朝鮮半島・日本列島の歴史的展開に即して、「東アジア」「東部ユーラシ

ア」など大きな視点から解説していきます。また、国際関係がどのように推移したかだけでなく、中国王朝の影響が朝鮮半島や日

本列島における国家体制や文化の形成においてどのような影響があったのかについて、最新の研究成果なども紹介していきた

いと思います。 

 

The course will clarify the closely intertwined histories of China, Korea, and Japan, from major perspectives including "East 

Asia" and "Eastern Eurasia." Drawing on the latest research findings, the course will also take up not only how international 

relations have changed, but also what sort of relationships of mutual influence have been present in the formation of the 

ancient state systems and cultures in Korea and Japan. 

 

The course will distribute print-outs every session and present specific historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ６世紀以前の東アジア 

3. 隋の中国統一と周辺諸国 

4. 倭国の外交 

5. 唐の統一と東アジア諸国の政変 

6. 百済の滅亡と白村江の戦い 

7. 高句麗の滅亡と新羅の朝鮮半島統一 

8. 日本列島の中央集権化 

9. 日本における渡来系氏族 

10. 渤海の建国 

11. 日本の外交と交易 

12. 安氏の乱と唐帝国の凋落 

13. 東アジアの経済ネットワーク 

14. 古代東アジアの変容 

 

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

配布するプリントや参考文献を用いて、授業前は概要を予習し、疑問点などがあれば事前に整理してください。 

授業後は講義の内容を復習し、次の授業に備えて欲しいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパーの記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。講義時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 鈴木靖民ほか、2017、『日本古代交流史入門』、勉誠出版 (ISBN:978-4-585-22161-6) 

以上のほかにも配布プリントにて適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント、映像資料を使用した講義形式です。 

履修している学生に対して事前に説明した上で授業計画が変更になる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC350 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC350／史学講義 ５０ 

(Lectures on History 50) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の思想・文化 

担当者名 

（Instructor） 
廣木 尚(HIROKI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①近代日本の国家と社会を思想・文化の側面から理解する。 

②思想や文化的事象を発信と受容の両面から考察することで歴史に対する多角的視野を身につける。 

③多様な文化現象が歴史的に形成され、変容を遂げてきたことを理解し、身の回りの「あたりまえ」を問い直す力を養う。 

 

(1) Students will understand the modern Japanese state and society in terms of thought and culture. 

(2) Students will acquire a multifaceted perspective on history by considering thought and cultural phenomena in terms of both 

transmission and reception. 

(3) Students will understand that diverse cultural phenomena have been formed historically and have undergone transformation, 

and will cultivate the ability to re-evaluate the "norm" around us. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、近代日本の思想・文化をとりあげる。明治維新後の近代化の波は、政治体制や制度だけでなく、思想や文化の次

元にもおよんだ。現在の日本社会を生きる私たちが、ふだん、あたりまえのものとして受け入れている「日本文化」や「伝統」も、多

くは近代化の過程で新たに作られたり、変容をこうむったものである。本講義では、毎回、特定の文化現象を取り上げ、その特徴

や形成・受容・変容の諸相を考察することで、思想・文化の側面から日本近代の形成と展開のプロセスを検証する。  

 

 The lectures will take up the topic of modern Japanese thought and culture. The wave of modernization that followed the Meiji 

Restoration extended to not only political structures and systems but also the dimensions of thought and culture. Much of the 

"Japanese culture" and "traditions" that we, living within present-day Japanese society, accept as the norm were created new 

from the process of modernization and are imbued with transformation. The lectures will examine the processes of modern 

Japan's formation and development in terms of thought and culture by taking up specific cultural phenomena in each session, 

and by considering their characteristics and aspects of formation, acceptance, and transformation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 文明化の思想  

3. 帝国大学と知の中央集権 

4.  「国語」と「国文学」の形成 

5. 歴史学と「国体」  

6. 国家神道と社会  

7.  「日本美術」の成立  

8. 史蹟・名勝と社会 

9. メディアと「国民」  

10. 植民地の文化統合  

11. 「デモクラシー」の諸相  

12. 言論・思想統制と転向の時代  

13. 総力戦期の思想と文化  

14. 総括と補足  

 

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

予習：授業中紹介する次回の授業の参考文献にあたる。 

復習：授業で用いたレジュメと参考文献を読み返す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回小レポートを実施します(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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毎回、レジュメを配布します。  

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿野政直、1999、『近代日本思想案内』、岩波書店 (ISBN:4003500180) 

2. 小森陽一ほか編、2002～2003、『岩波講座近代日本の文化史』全 10 巻、岩波書店 

その他の参考文献は授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC351／史学講義 ５１ 

(Lectures on History 51) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本変動期史論 1 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世近代移行期（幕末維新期）の歴史事象の具体的内容・実態を理解することにより、日本史・東アジア史における当該期の変

動の意味を考察し、「明治維新」や「近代」を見直す視座を獲得する。 

 

By learning about the concrete contents and actual conditions of historical phenomena in the early modern to modern transition 

period in Japan (the Bakumatsu and Restoration periods), students will consider the significance of change in those periods in 

the history of Japan or East Asia, and will gain perspectives for reevaluating the Meiji Restoration and the modern age.  

 

授業の内容（Course Contents） 

まず幕末維新期の前提となる枠組みや認識方法を確認し、最近の研究動向を踏まえる。ついで、ペリー来航以前から大日本帝

国憲法制定に至る歴史事象について具体的内容・実態を順次解説していき、その後の日本ないし東アジアの歴史にとっての意

味を考察する。また授業中に、歴史事象の意味を考える設問に取り組んでもらう。 

 

First, the class will confirm the frameworks and recognition method that are the premise of understanding the Bakumatsu and 

Restoration periods, and take into account recent research trends. Next, the faculty member will explain the concrete contents 

and actual conditions of historical phenomena from before Perry's arrival to the establishment of the Constitution of the Empire 

of Japan (the Meiji Constitution). The class will then consider the significance for the history of Japan or East Asia after that. 

Also, students will be asked to address questions about the meaning of historical events during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、幕末維新期の前提となる枠組み・認識方法 

2. 内憂外患の深刻化 

3. ペリー来航 

4. 通商条約の締結 

5. 安政の大獄と桜田門外の変 

6. 尊王攘夷運動の全盛 

7. 禁門の変と一会桑政権 

8. 長州戦争と慶喜政権 

9. 大政奉還・「王政復古」クーデタ 

10. 新政府樹立・戊辰戦争と民衆 

11. 版籍奉還・廃藩置県 

12. 文明開化の光と陰 

13. 蝦夷地・朝鮮・琉球 

14. 自由民権運動と大日本帝国憲法制定 

 

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

毎回の授業の復習を必ずすること。その成果については、毎回授業冒頭のシート記入において確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席・シート記入(30%) 

毎回のシート記入により出席・復習・授業中の考察を確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 



 

 - 383 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC355／超域文化学講義 １ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学 1 

担当者名 

（Instructor） 
横田 浩一(YOKOTA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 様々な現場から人間の生活に根ざした考察をおこなうという文化人類学の方法論を用いることによって、人間の普遍性と多

様性を理解し、他者に対する想像力を養うことができるようになる。 

(2) 民族誌という表現形態による議論や考察を経験することで、抽象的でありふれた説明に頼らず、個別具体的な現象や出来事

の微細な検討にもとづく思考や主張ができるようになる。 

 

(1) Using the cultural anthropological methodology of conducting observations rooted in human lifestyles from various sites, 

students will gain an understanding of the universality and diversity of humans, and will cultivate power of imagination with 

respect to other people. 

(2) Through experience in discussions and observations of the form of expression known as ethnography, students will become 

able to think and make claims based on detailed investigation of specific concrete phenomena and events, without reliance on 

abstract and commonplace explanations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を、文化と社会をキーワードに理解することを目指す学問である。その最大の特徴

は、フィールドワーク（参与観察）という手法に基づきながら、異なる文化や社会について経験的かつ実証的に考え、民族誌（エス

ノグラフィー）を書くことにある。この作業は同時に、私たちが生きる社会の支配的な価値観を相対化することだけでなく、人間の

普遍性を考えることを意味する。本講義では、全 14 回の講義を通して、人間の普遍性と多様性の双方を視野に入れた文化人類

学的な「ものの見方」を身につけることを目指す。 

 

Cultural anthropology is a field of study that aims to understand the varied "others" who live on the earth, with "culture" and 

"society" as its keywords. Its is characterized foremost by thinking experientially and empirically about different cultures and 

societies with a basis in the technique of field work (participatory observation), and by writing ethnographies. At the same time, 

this work means not only relativizing the dominant values of the society in which we live, but also considering the universality of 

human beings. These lectures aim to equip students with a cultural anthropological "views of things" that incorporate 

perspectives of both the universality and diversity of human beings through all 14 lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の目的と授業方針の説明 

2. 文化概念と文化相対主義：人類学の基本的な発想を学ぶ 

3. フィールドワークと民族誌：人類学の基本的な研究方法であるフィールドワークについて学ぶ  

4. 人種とエスニシティ：人種論の形成過程と、それが引き起こす現代の諸問題について学ぶ 

5. 生態と文化：生態学的適応の視点から、狩猟採集民や牧畜民の生業について講義する 

6. 家族と親族：現代の家族や親族のあり方について、生殖医療の進展を視野に入れて講義する 

7. 結婚：社会的身分の変化やインセスト・タブーなどを中心に現代における結婚について講義する 

8. ジェンダーとセクシュアリティ：ジェンダー（社会的性別役割）の多様性や性の多義性について学ぶ 

9. 宗教：人間と宗教の関わりについて、科学との類似性も視野に入れて講義する 

10. 儀礼：通過儀礼を中心に解説し、人間は何のために儀礼を行うのか学ぶ 

11. 法と文化：人間はもめごとをどのように解決してきたのか民族誌から学ぶ 

12. 贈与と交換：人間社会におけるモノの多様なやりとりについて学ぶ 

13. 観光と文化：観光と文化との関係を真正性をキーワードに講義する 

14. まとめと復習 

 

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

［予習］ 講義の目的・内容にもあるように、文化人類学は民族誌を通じて、私たちの「当たり前」を問い直す学問である。したがっ

て、それぞれのテーマに関してどのようなことが「当たり前」だとされているのかを新聞やインターネットで調べるなどして理解して

おくこと。 

［復習］ 毎回の授業前後に、配布する資料を熟読し、講義内容に対する理解を深めてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

10 回以上の出席（またはリアクションペーパーの提出）がない場合には、単位修得不可。<BR><BR>2021.5.27 変更【変更前】筆

記試験 70％, 平常点(リアクションペーパの提出)30％ 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部恒雄・桑山敬己（編）、2010、『よくわかる文化人類学（第 2 版）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05696-5) 

2. 川口幸大、2017、『ようこそ文化人類学へ』、昭和堂 (ISBN:978-4-8122-1606-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC358／超域文化学講義 ４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 2 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテンアメリカの多様な自然環境、植民・開発の歴史、経済・社会・文化的特徴、直面する諸問題などについて、包括的な理解と

関心を涵養する。 

 

The purpose of this course is to develop a comprehensive understanding and interest in Latin America's diverse natural 

environment, its colonial and developmental history, its economic, social, and cultural characteristics, and the problems it faces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初にラテンアメリカの地域構成、自然環境、社会・文化環境について概説する。そのうえで、アンデス、アマゾン、パンタナール

を事例に取り上げて、多様な生態空間と人々の生活・文化との関わりについて、おもに文化生態学的視点から詳説する。 

 

First, the regional structure, natural environment, and socio-cultural environment of Latin America will be outlined. The Andes, 

the Amazon, and the Pantanal are then taken up as case studies, and the relationship between the diverse ecological spaces 

and people's lifestyles and cultures will be discussed in detail, mainly from a viewpoint of cultural ecology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ラテンアメリカの地域構成と自然環境 

2. 人類の空間的拡散と新大陸の古代文明 

3. ヨーロッパ人の植民と人種・民族の混交 

4. アンデスの植民・開発史 

5. アンデスの自然環境と山地の垂直性 

6. 垂直統御の概念と山地環境への適応戦略 

7. アマゾンの植民・開発史 

8. アマゾン川の水位変動と多様な生態空間の形成 

9. アマゾン川の氾濫原における伝統的生活様式 

10. アマゾンの開拓に挑んだ日本人移民 

11. パンタナールの多様な自然環境 

12. パンタナールの水位変動と多様な生態空間の形成 

13. パンタナールの伝統的生活様式と環境･社会問題 

14. 筆記試験 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山浩明編、2013、『ブラジル』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16926-3) 

2. 丸山浩明編、2011、『パンタナール』、海青社 (ISBN:978-4-86099-276-7) 

3. 矢ヶ﨑他編、2007、『地誌学概論』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16820-4) 

4. 松本栄次、2012、『写真は語る 南アメリカ･ブラジル・アマゾンの魅力』、二宮書店 (ISBN:978-4-8176-0364-7) 

5. 山本紀夫編、2007、『アンデス高地』、京都大学学術出版会 (ISBN:978-4-87698-704-7) 

6. 矢ヶ崎他編、2018、『ローカリゼーション 地域へのこだわり』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-16882-2) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

できるだけ地図帳を手元に準備すること。 

全授業回のうち数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC359／超域文化学講義 ５ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 3 

担当者名 

（Instructor） 
堤 純(TSUTSUMI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．オーストラリアの自然，歴史，文化的な特徴を説明できる。 

２．オーストラリア建国時と今日の外交上のスタンスの変化を説明できる。 

３．オーストラリアの都市社会が抱える諸問題とその解決策について一例を挙げて説明できる。  

 

1. Students will be able to explain the nature, history, and cultural characteristics of Australia. 

2. Students will be able to explain changes in the diplomatic stance of Australia between the time of the beginning and today. 

3. Students will be able to explain the urban social problems in Australia by giving some examples.  

 

授業の内容（Course Contents） 

世界で最も美しく暮らしやすい国の一つといわれるオーストラリア。「温暖な気候に恵まれ，豊富な農産・鉱物資源に恵まれ，陽気

でフレンドリーなオージーの暮らす大らかで豊かな国」という印象の強いオーストラリアだが，1970 年代中盤までは，白豪主義を

掲げ，アジア系移民を受け付けない，全くの「別人」だった。そのオーストラリアが，日本と「相思相愛」の関係になるまでの道は決

して平坦ではなかった。この授業では，自然条件，歴史，文化的背景，経済状況，そして国際社会における役割など多様な視点

から地誌学（地域地理学）的に，この国の素顔に迫る。  

 

Australia is said to be one of the most beautiful and lifestyle-friendly countries in the world. Australia enjoys a strong image as 

a country blessed by a warm climate and abundant agricultural and mineral resources, populated by cheerful and friendly 

"Aussies." However, until the mid-1970s, it was a completely different place that, under "white Australia policy," did not accept 

Asian immigrants. The road to mutual reliance between Australia and Japan has been very difficult. This class will seek the real 

face of Australia in terms of regional geography, from diverse perspectives including natural conditions, history, cultural 

background, economic circumstances, and roles in the international community.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション −オーストラリアとはどんな国か？−  

2. オーストラリアの自然環境の特殊性（5500 万年の大陸移動と厳しい乾燥） 

3. 多様な気候条件と固有種（なぜコアラとカンガルーが大繁殖したか） 

4. 映画に描かれたオーストラリア社会の表象① −Harsh History of Immigrants− 

5. 映画に描かれたオーストラリア社会の表象② −Stolen Generations−  

6. 広大な大地と Dreaming Story −アボリジニの文化−  

7. 植民地の成立とオーストラリア政治 −ゴールドラッシュと白豪主義−  

8. イギリスとの「決別」とアジア・太平洋地域への接近 −国家アイデンティティの確立− 

9. オーストラリアの農牧業 −もはや「羊の背中にのった国」ではない？−  

10. オーストラリアの都市社会①（鉄鉱山への FIFO「飛行機通勤」で発展するパース） 

11. オーストラリアの都市社会②（非ステレオタイプな移民が創るアデレード） 

12. オーストラリアの都市社会③（グローバル都市・シドニー） 

13. オーストラリアの都市社会④（伝統と最新が調和する都市・メルボルン） 

14. Lovely Aussie Lifestyle（wagyu，バーベキュー，LOHASな休日，LGBT社会，観光など）  

 

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

授業で使うパワーポイントのスライド（空欄穴埋め式）はおおむね授業の 5 日前にはアップされているので，次週の授業までの間

にあらかじめ目を通して，空欄に入る用語を予習した上で当日の授業に臨むとよい。 

パワーポイントの内容と，授業時の教官の口頭説明や板書内容を書き取った自筆ノートとを比較しながら復習する。（2021.9.3 変

更） 

 

【変更前】 

次週の授業内容は、前週の講義終了時に案内する。次週で使うパワーポイントのスライド（空欄穴埋め式）は前週までにはアップ

されているので，次週の授業までの間にあらかじめ目を通して，空欄に入る用語を予習した上で当日の授業に臨むとよい。 
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パワーポイントの内容と，授業時の教官の口頭説明や板書内容を書き取った自筆ノートとを比較しながら復習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/毎回の授業後に書くミニコメント(50%) 

レポート試験 50％に加えて，Blackboard のレポート機能にて，300〜500 字程度のリアクションペーパーを毎回課します（成績の

50%分）。オンライン授業を視聴していたとしても，期日までにリアクションペーパーの提出がなければ欠席扱いとします（毎回の〆

切は授業翌々日の水曜日 23:59 の予定）。（2021.9.3 変更）<BR><BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)50％、平常点(In-class 

Points)50％（毎回の授業後に書くミニコメント(50%)）<BR>出席は毎回取ります。無断早退は平常点をゼロにします。注意して下さ

い。やむをえない事情がある場合は，必ず「事前」に相談して下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堤 純、2018、『変貌する現代オーストラリアの都市社会』、筑波大学出版会 (ISBN:4904074467) 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹田いさみ、2000、『物語オーストラリアの歴史 : 多文化ミドルパワーの実験』、中央公論社 (ISBN:9784121015471) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Zoomによるオンライン形式（ライブ）で授業を行います。録画公開はしない予定ですので，授業時間にライブ授業をオンラインで

試聴するようにして下さい。詳細は，立教大学のルールに従うことにします。 

毎回の授業で用いる教材（パワーポイント資料，授業動画）を，Slack 上で公開します。詳細は，初回授業時をはじめ，Blackboard

などでお知らせします。 

担当教官は兼任講師ゆえ，オフィスアワーはありません。質問・連絡事項がある場合は，メール（jtsu@geoenv.tsukuba.ac.jp）で受

け付けますが，その際，必ず「PC のメールアドレス（Gmail などの Webmail 可）」から送信して下さい。未着トラブルが多いので，携

帯ドメイン（docomo, ezweb, softbank 等）からのメールには返信しません。（2021.9.3 変更） 

 

【変更前】 

対面授業を基本としていますが，新型コロナウイルスの感染状況次第では，Zoomオンラインライブ授業（後日録画公開）とのハ

イブリッドになる可能性があります。詳細は，立教大学のルールに従うことにします。 

毎回の授業で用いる教材（パワーポイント資料，授業動画）を，Dropbox 上で公開します。詳細は，初回授業時をはじめ，

Blackboard などでお知らせします。 

担当教官は兼任講師ゆえ，オフィスアワーはありません。質問・連絡事項がある場合は，メール（jtsu@geoenv.tsukuba.ac.jp）で受

け付けますが，その際，必ず「PC のメールアドレス（Gmail などの Webmail 可）」から送信して下さい。未着トラブルが多いので，携

帯ドメイン（docomo, ezweb, softbank 等）からのメールには返信しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC362／超域文化学講義 ８ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史 2 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．アメリカ合衆国社会の特性をジェンダー史の観点から位置づけることができる。 

２．アメリカ史の事例に照らして、ジェンダー史の方法について評価できる。 

 

1. Students will be able to position the characteristics of the society of the United States of America from the viewpoint of 

gender history. 

2. Students will be able to evaluate methods of gender history studies in light of examples from American history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

＜ジェンダーで考えるアメリカ合衆国史＞ 

ジェンダー史の観点からのアメリカ合衆国史とらえ直しを目標とする。それは同時に、（アメリカに限らず）「ジェンダー史」とは何で

あり、なぜ生まれ、どこへ行こうとするのかについての検討にもなるだろう。ジェンダーが人種や階級をはじめとする諸カテゴリー

と関わりあうなかで形成され展開する、社会の動態をつかみ出す方法を考えていきたい。  

講義内でも対話・ディスカッションの機会をもうけます。聴くだけでなく、発言・関与を期待します。 

感染状況に応じて、講義順番などを組み替えてオンラインに移すことがあります。 

 

History of the United States of America as Considered through Gender 

This course aims to reconsider the history of the United States of America from the viewpoint of gender history. At the same 

time, without being limited to America, it will examine what “gender history” is, why it was born, and where it is heading. The 

course hopes to consider methods for grasping the dynamic mechanisms of society, which is formed and developed within the 

interactions of gender with categories such as race and class.  

In the lectures, too, students will have opportunities for dialog and discussion. Students are expected to not only listen but also 

to make comments and get involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ジェンダー史の理論・方法・時代背景１ 

3. ジェンダー史の理論・方法・時代背景２ 

4. アメリカ合衆国「市民」の創造とジェンダー１ 

5. アメリカ合衆国「市民」の創造とジェンダー２ 

6. セッション（中間レポート） 

7. 長い 19 世紀と「市民」「帝国民」の再編―セクシュアリティ、階級、人種１ 

8. 長い 19 世紀と「市民」「帝国民」の再編―セクシュアリティ、階級、人種２ 

9. 長い 19 世紀と「市民」「帝国民」の再編―セクシュアリティ、階級、人種３ 

10. 長い 19 世紀と「市民」「帝国民」の再編―セクシュアリティ、階級、人種４ 

11. フェミニズム、バックラッシュ、インターセクショナリティ―現代アメリカとジェンダー１ 

12. フェミニズム、バックラッシュ、インターセクショナリティ―現代アメリカとジェンダー２ 

13. フェミニズム、バックラッシュ、インターセクショナリティ―現代アメリカとジェンダー３ 

14. セッション 

 

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

適宜、史料や論文の読解を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/レスポンスペーパーほか参画(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

2. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』、東大出版会 

3. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

4. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版社 

5. アメリカ学会編、2018、『アメリカ文化事典』、丸善 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC365／超域文化学講義 １１ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会史 1 

担当者名 

（Instructor） 
神田 惟(KANDA YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラームが成立した 7 世紀以降、現代に至るまでの間に、中東（西アジア）を中心とする地域においてムスリムのために／ムス

リムによって生み出された工芸品・写本絵画・建築の地域的・史的展開についての知識を習得することで、各時代・地域の文化に

ついて、具体的な作品例を挙げながら説明できるようになることを目標とします。考察の対象となる地域には、中東のほか、時代

によっては、イベリア半島、北アフリカ、中央アジア、南アジアも含まれますので、高校レベルの世界史の通史の復習にも役立つ

でしょう。  

 

The course provides students with opportunities to gain knowledge regarding regional and historical development of crafts, 

manuscripts, and architecture created by/for Muslims, mainly in the Middle East from the establishment of Islam in the 7th 

century to the present day (it will also cover the “Islamic art” from Spain, North Africa, Central Asia and South Asia). By the 

end of this course, students will be able to explain the cultural and political background of each Muslim dynasty by comparing 

and contrasting works of art from various periods and regions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず、イスラームの教義と各宗派の違いについて概観したのち、この教えがムスリムのために／ムスリムによって 7

世紀以降主に西アジア地域で生み出された工芸品・写本絵画・建築にどのような特色をもたらしたのかについて多角的に検討し

ます（第 1 回）。 続いて、それらの工芸品・写本絵画・建築が、どのような文化的・宗教的・政治的背景のもと生み出されたのか、

タテ（地域性）とヨコ（時代性）の繋がりに重点を置きながら、時系列順に分析します（第 2 回〜第 13 回）。合わせて、第 14 回の講

義では、開講期間中に日本国内で見ることのできるイスラーム美術作品について紹介し、受講生のみなさんが、講義で学んだこ

とを実際に自身の目で確かめ、自ずから作品について思考するための一助とします。 

 

授業キーワード：イスラーム、西アジア、中近東、宗教、歴史、文化、美術、言語、文字、グローバル化、アラビア語、ペルシア語、

トルコ語、クルアーン 

 

The lectures will first offer an overview of Islamic doctrines and the differences among its sects, and then consider, from 

multiple perspectives, what distinctions these teachings brought about in crafts, manuscripts, and architecture created by/for 

Muslims primarily in the Middle East from the 7th century onwards. Subsequently, the course will analyze, in chronological order 

and with an emphasis on the connection between the vertical (regionality) and horizontal (temporality) axes, what sort of 

cultural, religious, and political backgrounds were behind these crafts, manuscripts, and architecture (2nd to 13th sessions). In 

the 14th lecture, the course will introduce Islamic artworks that can be viewed in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：「イスラーム」とは何か、「イスラーム」美術とは何か 

2. ビザンティン・サーサーン文化の遺産とイスラーム美術の勃興・伝播（622 年–950 年） 

3. カリフ国鼎立・イラン系王朝成立期の文化（750 年–1150 年） 

4. トゥルク系王朝の西進・南進と「ムーン・フェイス」の伝播（1050年–1250 年） 

5. モンゴル系王朝の西進とイスラーム美術（1250 年–1350 年）①：イルハン朝期イランの美術 

6. 十字軍・国土回復運動時代の地中海世界の文化（1150 年–1500年） 

7. 小テストと第 2 回〜第 6 回までの総括 

8. モンゴル系王朝の西進とイスラーム美術（1350 年–1500 年）②：ティムール朝期中央アジア・イランの美術 

9. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）①：オスマン朝期地中海世界の美術 

10. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）②：サファヴィー朝中央イランの美術 

11. 大航海時代とイスラーム美術（1500 年–1800 年）③：ムガル朝期インドの美術 

12. 近代化・西洋化の波とイスラーム美術の終焉？：1800 年–現代 

13. 小テストと第 8 回〜第 12 回までの総括 

14. イスラーム美術と日本 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回とも、次回講義の内容に関わる参考文献（過去の授業分のレジュメを含む）の一覧を配布しますので、アスタリスクの印があ

るものを中心に、復習の際にできるだけ目を通しておくようにしてください。現状、イスラーム美術史の通史を正面から扱った和書

は出版されていませんので、必ず、配布したレジュメやご自身のノートを繰り返し見返すようにしてください。小テストの欄外やコメ

ントペーパーを介した質問等、積極的な講義への参加を歓迎します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパー（全 4 回）(20%)/小テスト（全 2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桝屋友子、2009、『すぐわかるイスラームの美術：建築・写本芸術・工芸』、東京美術 (ISBN:978-4808708351) 

2. 中田考監修・中田香織、下村佳州紀訳、2014、『日亜対訳クルアーン：[付] 訳解と正統十読誦注解』、作品社 (ISBN:978-

4861824715) 

3. Flood, Finbarr B. and Gülru Necipoğlu, eds.. 2017. A Companion to Islamic Art and Architecture (Blackwell Companions to Art 
History Book 12), 2 vols.. Wiley-Blackwell (ISBN:978-1-119-06866-2) 

授業中により詳細な参考文献を配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC367／超域文化学講義 １３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会論 1 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 絵美(GOTO EMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラームにおけるジェンダーの問題は、現代の諸社会にとっても、また個々人の生活や人生にとっても重要なものとして、しばし

ば議論の俎上に載せられてきた。本講義ではそうした議論の具体的な内容に注目し、その検討を通してこの問題についての理

解を深める。 

 

Gender in Islam is an issue that has been repeatedly discussed in many parts of the world since the end of the last century, 

because it is influential for individual lives and building societies. Consequently, the purpose of this lecture is to understand the 

background and recent development of these discussions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半ではイスラームとジェンダーの関わりを概観する。啓示の書であるクルアーンや預言者の言行録であるハディースといった

「聖典」や、古典から現代までのイスラーム法を取り上げ、その中でジェンダーがどのように問題化してきたのかを検討する。後半

では、ジェンダーをめぐって各地の諸社会で何が議論されてきたのかを、複数の主題について見ていく。 

 

 In the first half of this lecture, the relationship between Islam and gender will be examined through readings on interpretations 

of Qur'anic passages, hadith literatures, and Islamic law, which includes classical to contemporary family law. In the latter half of 

the lecture, specific topics will be taken up to determine what has been actually discussed in contemporary Muslim societies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イスラームとジェンダー 

3. 聖典とジェンダー（1）クルアーンを読む① 

4. 聖典とジェンダー（2）クルアーンを読む② 

5. 聖典とジェンダー（3）ハディースを読む 

6. イスラーム法とジェンダー（1）古典法を読む① 

7. イスラーム法とジェンダー（2）古典法を読む② 

8. イスラーム法とジェンダー（3）近代法を読む 

9. イスラーム法とジェンダー（4）現代法を読む 

10. 現代社会とジェンダー（1）婚姻 

11. 現代社会とジェンダー（2）生殖 

12. 現代社会とジェンダー（3）装い 

13. 理解度の確認 

14. まとめ 

 

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

配布されたプリントを読み返す他、参考図書や参考論文を読み自習すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のレポート(40%)/グループワークや授業内での発言などの貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 



 

 - 395 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AC370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC370／超域文化学講義 １６ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境学 2 

担当者名 

（Instructor） 
池口 明子(IKEGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では自然環境への技術的適応を中心に，地域の自然と社会の関係を考える文化生態論をとりあげ，その基礎的概念や

地域理解の方法について講義する． 

 

This lecture introduce concepts and methods of cultural ecology to understand the nature-society relationships that shape the 

regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東南アジア・オセアニアの⾃然環境区分や⼈類移動史，⾔語分布の概略を把握したうえで，アジア・オセアニアの河川氾濫原，

泥炭湿地，⼲潟など，湿地への⼈々の⽂化適応や開発の諸課題について，農業・漁業を事例に論じる．授業はオンデマンド資料

によりすすめる． 

 

After overview of physical geography, human migration, ethno-language patterns in the Southeast Asia and the Pacific, we will 

discuss cultural ecology and development issues in the floodplains, coastal plains, peat swamps, tidal flats. The lecture will be 

delivered by on-demand system. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 東南アジア・オセアニアの自然環境 

3. 東南アジア・オセアニアの人類進化と言語 

4. ジャワの人口と環境 

5. ホンデルタの自然と村落 

6. ホンデルタの都市と露天商 

7. メコンデルタの自然と開発 

8. メコンデルタの養殖と国際市場 

9. コラート平原の自然と天水田 

10. コラート平原の都市化と労働 

11. 大陸東南アジアの山地の自然と焼畑 

12. ニューギニア泥炭湿地の自然と生業 

13. 沖縄島の干潟と開発 

14. 総括 

 

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

講義内容に関係する地名や主要な地形を地図帳で確認しておく．講義後は主な用語についてノートにまとめておく． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 池口明子・佐藤廉也、2014、『身体と生存の文化生態』、海青社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には授業のある毎週月曜日に配信予定。 
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注意事項（Notice） 
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■AC372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC372／超域文化学講義 １８ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考古学 

担当者名 

（Instructor） 
岩瀬 彬(IWASE AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

石器使用痕分析の理論・方法を理解し，日本列島に居住した最初期の人類の歴史：旧石器時代の一端を学ぶ。 

 

Students will understand the theories and methods of use-wear analysis for the stone tools, and will learn a part of the human 

prehistory in the Japanese Archipelago during the Palaeolithic period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の主要なテーマである石器使用痕分析と呼ばれる研究領域は，考古学的遺跡から回収される遺物の中で最も普遍的な

資料の一つである石器の使用をめぐる諸問題を取り扱う。ここではその研究史と理論，そして方法を学ぶ。また日本列島の旧石

器時代資料を対象とした事例分析を通じて，石器使用痕分析の意義を考察・理解する。 

 

Stone tools are the most ubiquitous artifacts recovered from archaeological sites all over the world. Lithic use-wear analysis is 

a method to infer their function. Here, students will learn about the research history, theories, and methods of the analysis. In 

addition, through the introduction of the case studies for the Japanese Palaeolithic artifacts, students will observe and 

understand the significance and implication of functional studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび日本列島の旧石器時代研究（1） 

2. 日本列島の旧石器時代研究（2） 

3. 日本列島の旧石器時代研究（3） 

4. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（1） 

5. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（2） 

6. 石器使用痕分析の研究史と理論、方法（3） 

7. 石器使用の多様性とその含意を理解するために：狩猟採集民の道具資源・食料資源の利用（1） 

8. 石器使用の多様性とその含意を理解するために：狩猟採集民の道具資源・食料資源の利用（2） 

9. 後期更新世後半における日本列島の古地理・植物相・動物相（1） 

10. 後期更新世後半における日本列島の古地理・植物相・動物相（2） 

11. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（1） 

12. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（2） 

13. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（3） 

14. 日本列島の旧石器時代を対象とした使用痕分析（4） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は，単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布等によりテキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿子島 香、1989、『石器の使用痕』、ニューサイエンス社 

2. 御堂島 正、2005、『石器使用痕の研究』、同成社 

3. Keeley, L. H.. 1980. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Micro Wear Analysis.. The University of Chicago Press, 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。また学生への質問も活発に行う予定なので、

積極的な受講を期待する。全授業回のうち数回程度対面授業の実施を予定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC374／超域文化学講義 ２０ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化ダイナミクス論 

担当者名 

（Instructor） 
村津 蘭(MURATSU RAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学、及び映像人類学の歴史と変遷について、講義と民族誌映画の視聴を通して理解すること。また、実際に自らのフィ

ールドワークのテーマを策定し実施し、発表することでフィールドワークの方法論を実践的に学ぶと共に、他者と接触することの

意味について理解を深めること。 

 

This class aims to understand the history and transition of cultural anthropology and visual anthropology through lectures and 

watching ethnographic films. In addition, by actually formulating your own fieldwork theme and implementing it, you will learn 

practically the methodology of fieldwork and deepen your understanding of the meaning of contacting others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、文化人類学と映像人類学の理論と実践を通して、文化ダイナミクスについて考える。 

映像人類学は、人類学という土壌から生まれた、異文化を巡る映像表現に関する理論と実践の学問である。授業では、文化人

類学の理論と、映像人類学の中心的な実践である民族誌映画の歴史と変遷を学んだ上で、フィールドワーク計画を策定し発表し

てもらう。 

 

In this lecture, we will think cultural dynamics through the theory and practice of cultural anthropology and visual anthropology. 

Visual anthropology is a theory and a practice of image based expression related to different cultures, which was born from the 

ground of cultural anthropology. In the class, after learning the theory of cultural anthropology and the history and transition of 

ethnographic films, which are one of the core practice of visual anthropology, students will formulate a fieldwork plan and 

present its production. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文化人類学の方法と思考 

3. 映像人類学の方法とプロセス 

4. 人類学と人類学的映像①：文化の型とイメージ 

5. 人類学と人類学的映像②：フィールドワークを映す映像 

6. 人類学と人類学的映像③：憑依と映像 

7. 人類学と人類学的映像④：シネマ・ヴェリテ 

8. 人類学と人類学的映像⑤：現代の映像人類学の潮流 

9. 映像の話法① 

10. 映像の話法② 

11. 映像制作の方法①：文化と出会う作法、主題の選択 

12. 映像制作の方法②：出来事、インタビューの撮影 

13. フィールドワークの発表とディスカッション① 

14. フィールドワークの発表とディスカッション② 

 

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

授業の時間外では、日常生活や自分を取り巻く環境を人類学のフィールドワークを意識した視点で見直し、分析することが求めら

れる。その他の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） 

リアクションペーパー(30%)/講義内での発表(40%)/講義内で指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. (編)村尾 静二, 久保 正敏, 箭内 匡、2014、『映像人類学ー人類学の新たな実践へ』、せりか書房 (ISBN:978-4796703338) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では、学生が所持する映像機器（スマートフォン等）を利用したフィールドワーク方法と発表を行うが、学生が機器を所持し

ない場合等は口頭による発表も許可することとする。 

 

全授業回のうち１回～数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC376／超域文化学講義 ２２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 2 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民俗学は日常世界を見つめなおし、文化や社会を考えていく学問である。本講義ではわれわれの身近にある「あたりまえのもの」 

を通して日本社会の文化を問い直し、フォークロアを通して現代社会を理解することを目標とする。 

 

Folklore studies is an academic field that rethinks the everyday world to consider culture and society. These lectures aim to 

question the culture of Japanese society through the "normal things" familiar to us, and to understand contemporary society 

through folklore. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の民俗学のについていくつかのテーマを設定して日本社会の文化について学ぶ。本年度は(１)柳田国男、折口信夫の足跡

を追いながら日本の民俗学の流れを概観する。(２)しぐさ、病い、遊び、都市伝説を事例として、身体とフォークロアの視点から考

える。(３)「ふるさと」の創出、祭りやイベントを通した地域振興を事例として、ノスタルジーとフォークロアの視点から考える。 

 

The course will set several themes concerning Japanese folklore studies and will study the culture of Japanese society. This 

academic year, the course will: (1) Outline the flow of folklore studies in Japan, tracing the footsteps of folklorists such as Kunio 

Yanagita and Shinobu Orikuchi. (2) Consider views on physicality, taking gestures, sickness, play, urban legends in Japan as 

examples. (3) And consider views on nostalgia, taking community revitalization through festivals, and inventions of "furusato" as 

examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本のフォークロア研究 1 

3. 日本のフォークロア研究 2 

4. 日本のフォークロア研究 3 

5. フォークロアと身体 1 

6. フォークロアと身体 2 

7. フォークロアと身体 3 

8. フォークロアと身体 4 

9. フォークロアと身体 5 

10. フォークロアとノスタルジー 1 

11. フォークロアとノスタルジー 2 

12. フォークロアとノスタルジー 3 

13. フォークロアとノスタルジー 4 

14. まとめ 

 

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

国内外の文化に関する新聞記事等に日ごろから目を通しておくこと。 

その他授業内において指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

課題では、授業内で取り扱ったテーマを受講者が実地で見聞したうえで、レポートとして提出する（状況に応じて代替の課題とな

る場合は授業内で指示する）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 福田アジオほか編、1999-2000、『日本民俗大辞典』、吉川弘文館 

2. 新谷尚紀ほか編、2020-、『講座日本民俗学』、朝倉書店 

そのほか授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC378／超域文化学講義 ２４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類生態学 

担当者名 

（Instructor） 
村橋 勳(MURAHASHI ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の目標は、地球上でヒトと自然（動物、植物などの生き物）がいかなる関係性を構築してきたかを、これまでの生態人類学や

文化人類学の知見をとおして学ぶことである。とくに、世界の食文化と生業活動をとおして、文化と環境との関係性について学

ぶ。 

 

The purpose of this class is that students learn how Human and Nature (living species including animals and plants)has 

interrelated on this planet, through the knowledge accumulated in ecological and cultural anthropology. This class, in particular, 

addresses the relationship of culture and environment, focusing on food culture and subsistence activities among various 

peoples around the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、世界の食文化と生業経済をとりあげてヒトと自然との関係性を個別の事例から考えるほか、「食べること」に関する文

化人類学的な理論について学ぶ。講義のなかでは、身近な食べ物をとりあげ、狩猟採集、農耕、牧畜といった生業との関わりに

ついての学生といっしょに考えていく。また、「食べること」に関わる信仰、儀礼、禁忌、思想をめぐる人類学における議論について

講義を行う。 

 

In this class, students learn the relationship between Human and Nature, from case studies on food culture and subsistence 

economy around the world, and anthropological theory on 'eating'. Students are expected to think about the relationship 

between food and subsistence activities including hunting-and-gathering, farming and cattle-keeping. Furthermore, a teacher 

gives a lecture on anthropological discussion, addressing religious belief, taboo, and ideas on 'eating'. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要：世界の食と文化 

2. イモの食文化（１） 

3. イモの食文化（２） 

4. 穀物の食文化（１） 

5. 穀物の食文化（２） 

6. バナナの食文化 

7. 酒の食文化 

8. 茶の文化 

9. コーヒーの文化 

10. 狩猟採集民の食行動と世界観 

11. 牧畜民の食行動と世界観 

12. 肉食と禁忌 

13. 食人の語りと文化 

14. 最終テスト 

 

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

参考文献を通読し、世界の食文化と食習慣に関して予習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/最終テスト(Final Test)(30%)/出席及び討論等における授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石毛直道、2013、『世界の食べものー食の文化地理』、講談社 (ISBN:978-4062921718) 
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2. 河合利光、2011、『世界の食に学ぶー国際化の比較食文化論』、時潮社 (ISBN:978-4788806658) 

3. マーヴィン・ハリス、2001、『食と文化の謎』、岩波書店 (ISBN:978-4006030469) 

4. 弘末雅士、2014、『人喰いの社会史ーカンニバリズムの語りと異文化共存』、山川出版社 (ISBN:978-4634640733) 

5. 野林厚志他、2021、『世界の食文化百科事典』、丸善出版 (ISBN:978-4621305935) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC403／自然地理学 １ 

(Physical Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
意外と身近にある自然地理～大地編～ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 有加(ITO YUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。  

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations. 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大地に根付く事象について，現場

の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み解くための基礎的な知識を習得します。また適宜，関連する

時事問題を取り上げ，解説を行います。   

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain land-based phenomena using site photographs, images, and detailed materials, and will equip students 

with fundamental knowledge for interpreting these in terms of physical geography. It will also explain related current events as 

appropriate.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 東京の地形と自然 1:地名の由来と消えた都市河川 

3. 東京の地形と自然 2：東京の台地と関東平野の成り立ち 

4. 東京の地形と自然 3：低地と洪水 

5. 地震 1：プレートテクトニクスと地震発生の仕組み  

6. 地震 2：活断層と地震災害の実態  

7. 火山活動と火山災害 

8. 山地 1:山体崩壊、非火山性山地、隆起と削剥 

9. 山地 2 

10. 海岸地形と海岸侵食  

11. 地形と土地利用 

12. 人間の活動と地形変化  

13. GIS・地理空間情報 

14. 筆記試験 

 

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

普段からできるだけ環境や地理に関連する情報に関心を持つこと   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席およびアンケートや課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せずに、講義資料を Google diriveにて電子媒体で配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:4772271457) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回および最終講義の筆記試験のみ対面実施の予定。ただし、今後の感染状況により大学の方針に従い、変更となる場合もあ

る。その場合は受講者に連絡します。 

 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC404／自然地理学 ２ 

(Physical Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
意外と身近にある自然地理～空・海・水・環境問題編～ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 有加(ITO YUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。   

 

This class aims to have students acquire fundamental knowledge in physical geography and to cultivate the ability to discover 

phenomena related to physical geography in nearby locations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に大気、海洋、陸水（地下水など）・氷

河に関する事象および地球環境の諸問題について，現場の写真，映像や詳細な資料に基づいて解説し，自然地理学的に読み

解くための基礎的な知識を習得します。また適宜，関連する時事問題を取り上げ，解説を行います。 

 

Physical geography conducts surveys of natural phenomena observed everywhere on earth, from familiar locations to remote 

regions, and of their relationship with human beings from a spatial perspective, and analyzes these using scientific methods. This 

class will primarily explain phenomena related to the atmosphere, ocean, and water, and global environmental issues, using site 

photographs, videos, and detailed materials, and will equip students with fundamental knowledge for interpreting these in terms 

of physical geography. It will also explain related current events as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 気象・気候 1：日本の四季 

3. 気象・気候 2：大気の大循環と風 

4. 気象・気候 3：世界の気候 

5. 気象・気候 4：都市の気候 

6. 海洋 1：海洋の構造・海水の循環 

7. 海洋 2：沿岸・海洋の災害 

8. 水文 1：地表の水循環 

9. 水文 2：地下水 

10. 水文 3：水環境の諸問題 

11. 氷河と氷河地形 

12. 地球環境の変遷と地球温暖化 

13. 地球環境の諸問題 

14. 試験 

 

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

普段からできるだけ環境や地理に関連する情報に関心を持つこと  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席およびアンケートや課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せずに、講義資料を Google diriveにて電子媒体で配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:4772271457) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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初回および最終講義の筆記試験のみ対面実施の予定。ただし、今後の感染症の社会情勢により変更となる場合もあります。そ

の場合は受講者に連絡します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC405／比較政治史 １ 

(Comparative Political History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
帝政ロシア史 

担当者名 

（Instructor） 
草野 佳矢子(KUSANO KAYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ史研究に関して、史料に基づく歴史研究の手法および発想を身につける。 

帝政崩壊までのロシア史の流れ、キエフ・ルーシ、モスクワ・ロシアの特徴、ロシア帝国成立後に関しては各皇帝の治世の概要や

主要な事件・改革の内容などについて、西ヨーロッパとの比較も含めて説明できるようになる。 

 

Students will learn methods and ideas of historical research, based on historical materials related to research in European 

history. 

Students will become able to explain the flow of Russian history until collapse of the Empire, as well as the characteristics of 

Kievan Rus and Moscow Russia, an outline of the reigns of emperors following the establishment of Imperial Russia, and details 

of major incidents and reforms, including comparisons with Western Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1917 年革命以前のロシアの歴史を、特に国家と社会の関係や、統治制度改革、政治改革をめぐる問題に焦点を当て、比較史の

視点にも留意して、講義する。 

適宜、関連する映像の視聴も行う。 

 

 

This course deals with the history of Russia prior to the 1917 Revolution, focusing on issues such as relations between the 

state and society, reform of governance systems, and political reform, with attention given to comparative history as well. 

Related videos will be shown as appropriate. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ロシア帝国成立前のロシア①： キエフ・ルーシからモスクワ・ロシアへ 

2. ロシア帝国成立前のロシア②： モスクワ・ロシアの特徴 

3. ピョートル大帝の西欧化政策： 西欧化の開始、大北方戦争、統治理念の西欧化、中央・地方の行政制度改革、社会の再

編 

4. 女帝たちの時代： エカチェリーナ 1 世～ピョートル 3 世の治世 

5. エカチェリーナ２世の統治： エカチェリーナの啓蒙思想、プガチョフの乱、地方行政改革、貴族・都市への恵与状、農奴制

の強化、パーヴェル 1 世 

6. アレクサンドル１世とニコライ 1 世： 秘密委員会と初期の改革、スペランスキーの改革案、祖国戦争後のアレクサンドル、

デカブリストの乱とニコライの即位、法律と官僚制の整備 

7. アレクサンドル 2 世と大改革①：クリミア戦争、大改革の前提、農奴解放，ゼムストヴォ制度の導入 

8. アレクサンドル 2 世と大改革②：都市自治制度の改革、地方官僚制の整備、司法制度改革、大改革と身分制 

9. 革命運動と政治改革の試み： 農奴解放後の革命運動の展開、大改革期の政治改革の試み、ロリス＝メリコフの改革案 

10. アレクサンドル 3 世時代のロシア： 専制体制の安定化、農民統治制度改革、地方自治制度改革 

11. 19 世紀末～20 世紀初頭のロシア：ヴィッテ蔵相の工業化政策とその影響、ニコライ 2 世の即位、20 世紀初頭のロシア社

会 

12. 1905 年革命：「自由主義者の春」、血の日曜日事件、「立憲体制」への移行 

13. 帝政ロシアの崩壊： ストルイピン改革、第一次世界大戦とロシア、2 月革命 

14. 授業内試験 

 

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

各回の授業前に前回の内容をよく復習すること。参考文献の関連する部分を読み、理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/リアクションペーパー(25%) 

リアクションペーパーを 10 回以上提出していない場合は成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いません（配布プリントに沿って講義します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1994、『ロシア史２』、山川出版社 (ISBN:463446070X) 

2. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1997、『ロシア史３』、山川出版社 (ISBN:4634460807) 

3. マルク・ラエフ、2001、『ロシア史を読む』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815804222) 

4. 藤本和貴夫・松原広志、1999、『ロシア近現代史―ピョートル大帝から現代まで  』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623027473) 

5. 和田春樹 編、2002、『ロシア史』、山川出版社 (ISBN:4634415208) 

6. 川端香男里・佐藤経明・ 中村喜和 ・和田春樹・塩川伸明・栖原学・沼野充義 監修、2004、『新版 ロシアを知る事典』、平凡

社 (ISBN:9784582126358) 

7. 栗生沢猛夫、2010、『図説 ロシアの歴史』、河出書房新社 (ISBN:9784309761435) 

特定のテーマに関しては、上記文献の参考文献欄を参照してください。授業内でも紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 412 - 

■AC406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC406／比較政治史 ２ 

(Comparative Political History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本・沖縄史 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の日本と沖縄の歴史を学び、米軍基地や慢性的な経済の低迷など、今日の沖縄が抱える問題の要因を知り、問題解決の

ために自分の意見を持てるようにする。 

 

This class guides students to study about the post war history of Japan proper and Okinawa, to know the factors of 

contemporary Okinawa’s problems; troubles caused by U.S bases and soldiers, chronic depression. Then they will be able to 

state their own opinions about Okinawa to resolve those problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の日本史と沖縄史の概説を講義する。政治史が中心ではあるが、人々の生活や社会状況についても紹介する。 

 

The outline about the postwar history of Japan proper and Okinawa. Although politics is the main part but the lecture will 

mention people’s life and social situation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：占領下の日本人 

2. 本土編１：日本の敗戦 

3. 本土編２：戦犯裁判 

4. 本土編３：日本国憲法 

5. 本土編４：日米同盟 

6. 本土編５：５５年体制 

7. 本土編６：高度成長 

8. 沖縄編１：琉球諸島の占領 

9. 沖縄編２：琉球諸島の分離 

10. 沖縄編３：島ぐるみ闘争 

11. 沖縄編４：日本復帰運動 

12. 沖縄編５：主席公選 

13. 沖縄返還 

14. 今日の沖縄基地問題 

 

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

戦後史の通史を読んでおくことが望ましい。福永文夫『日本占領史 1945-1952』（中公新書、2014 年）、武田晴人『シリーズ日本

近現代史８ 高度成長』（岩波新書、2008 年）、櫻澤誠『沖縄現代史』（中公新書、2015 年） また、沖縄を題材にしたテレビのドキ

ュメンタリー番組や沖縄に関する新聞・テレビの報道についてもアンテナを張っておくことを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出と内容(30%) 

リアクションペーパーの提出を毎回求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福永文夫、2014、『日本占領史 1945-1952』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102296-7) 

2. 櫻澤誠、2015、『沖縄現代史 米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102342-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC407／地理学概説 １ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
新井 智一(ARAI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な地域を通じて、現代社会の諸問題についての知識と関心を深めること、地理的現象についての分布図・統計表を難なく読

解できる能力を身につけること。 

 

Deepen interest and knowledge about the problems of modern society through the community, to provide a statistical table and 

distribution of geographical phenomena without difficulty with reading ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「都市化」「高齢化」「グローバル化」に伴う諸問題を、「地図」や「景観」といった人文地理学の視点を通じ、東京とその周辺地域を

例として具体的に学びます。 

 

Problems associated with urbanization in the "aging" of globalization through the point of view of geography, such as "map", 

"landscape", Tokyo and its surrounding area learn more specifically as an example. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地理学の視点－地図・景観・空間スケール 

2. 都市の内部構造－江戸～昭和時代初期の東京にみる 

3. 郊外の団地と日本の住宅政策 

4. ニュータウンの理想と現実－多摩ニュータウンにみる 

5. 都市化－埼玉県にみる 

6. 高度経済成長と 1980 年代の東京の再開発 

7. 2000 年代の「都市再生」政策とタワーマンション 

8. 都市圏－東京の都心と郊外、それぞれの発展 

9. 独身男性・女性の住む場所と都市 

10. 外国人との共生 

11. 「限界集落」と都市－東京都檜原村にみる 

12. 産地と条件不利地域 

13. 都市住民の行動－時間地理学 

14. 都市と地域文化－東京都月島にみる 

 

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

授業開始時に前回の授業内容の確認を行うので、毎回の復習が必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(複数回)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC408／地理学概説 ２ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代の空間評価の作法 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「世界」の把握を目指して創られた地理学と文化人類学のまなざしを、時代を支えた思考や技術とともに捉えて、近現代の空間

評価の概念と技法について理解を深める。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文学的態

度を養う。 

 

You will learn about the perspectives and methods of geography and cultural anthropology, which were created to grasp the 

"world," as well as the thoughts and techniques that supported the times. Students will deepen their understanding of concepts 

and techniques of modern and contemporary spatial evaluation. Rather than following preexisting understandings, I would like 

you to aim to acquire an academic attitude that respects but overcomes them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 空間や場所を分節して人間の諸活動と関係づける学的営為を、科学史の大きな流れを踏まえながら解説する。前半は、「地域」

「文化」などの基本概念の成立から、それによる世界の把握を焦点に解説する。後半は、普遍性を求めた近現代の空間評価とこ

れを相対化する理解を学び、存在やまなざしの様式と現在性を踏まえながら対象に迫る態度を考える。 

 

 I will explain the academic efforts that articulate spaces and places and relate them to human activities, based on the trends 

in the history of science. The first half of the lecture will focus on the formation of basic concepts such as "region" and 

"culture," and the understanding of the world through these concepts. In the second half, we will study modern and 

contemporary spatial evaluations that seek universality and understandings that relativize these evaluations, and consider 

attitudes that approach the object in light of the style and presentness of existence and perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義のねらい 

2. 地図と世界観（コスモロジー） 

3. 地理の黎明１：自然と地域の対象化 

4. 地理の黎明２：人類と文化の概念 

5. 多様性を捉える１：通時的理解（起源・進化・伝播を焦点に） 

6. 多様性を捉える２：共時的理解（個別性と相対性を焦点に） 

7. インタールード：世界の把握 

8. 近代の技法１：個人空間と自律の創設 

9. 近代の技法２：風景と空間の評価 

10. 空間の統御１：計量主義と空間の構造 

11. 空間の統御２：エスノサイエンスと環境 

12. グローバリズムと感性のコスモス 

13. インタールード：空間と存在の現在 

14. まとめ：質疑と応答 

 

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

「学び」は他人が課す作業ではない。講義内容の理解のために、自らの不足を補うことを自覚して復習に努めてほしい。そこで生

じた新たな疑問や関心についての研鑽があれば、それは発展的な学習になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート：授業の進捗にあわせた課題レポート 3 回・各 20％と最終レポート 1 回・25％(85%)/質疑応答や任意の提出物（コ

メントペーパー・発展的学習の成果などの内容評価）(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 
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参考文献（Readings） 

授業時の配付資料にて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

◇ 授業の連絡やレポートの回収は、Blackboardを介して行う。 

◇ 大学からの要請もあり、できるだけ対面授業で運営したいと考えているが、現段階（シラバス入稿時）で 2021 度後期の状況を

予測して授業運営を明示することはできない。出席が困難な履修者がいる場合の対応や、資料配布やコメントペーパー等の回収

における安全の担保など、具体的にどのような方法が可能なのかが判断できないからである。そのため、オンラインで授業を運

営する頻度が増える可能性もある。 

◇ オンラインで授業を行うときは、Zoomのライブ配信を基本に運営する予定（録画を一定期間は公開して、その視聴も可能とす

る）。その場合の授業資料の配信、コメントペーパーの回収などは、すべて Blackboard を介して行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC409／地誌学 １ 

(Regional Geography 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、自然環境と人文事象が関わって形成された地域の記述を考察する。まず、地誌学における重要な概念や地域の分析

方法を講義する。次に、日本（主に関東地方・東北地方）の各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説す

る。 

 

This class will consider descriptions of the areas formed through the relationship between the natural environment and human 

phenomena. First, the course will hold lectures on methods of analyzing important concepts and regions in regional geography. 

Next, using regions in Japan (mainly in the Kanto Tohoku regions) as examples, the course will take up and describe themes 

that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 地域の概念、地域区分 

3. 日本列島の位置と領域 

4. 日本の地誌（１）：農業と地域文化 

5. 日本の地誌（２）：社会と人口構造の変化 

6. 日本の地誌（３）：産業地域の形成とその集積 

7. 日本の地誌（４）：交通体系の変化と地域の変容 

8. 日本の地誌（５）：都市化 

9. 日本の地誌（６）：都市の変容 

10. 日本の地誌（７）：観光とグローバル化 

11. 日本の地誌（８）：生活・文化 

12. 日本の地誌（９）：自然環境と災害 

13. 日本の地誌（10）：自然環境の変化 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎授業時の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位履修不可である。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野和彦・元木弘悌・立川和平編、2017、『日本をまなぶ 東日本編（東京学芸大学地理学会シリーズⅡ 2） 』、古今書院 

(ISBN:9784772253017) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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全授業回のうち 1 回～２回程度対面実施予定である。 

パワーポイントを使用した講義で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。履修者

の理解度や興味に応じて、授業の進度や順序を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 419 - 

■AC410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC410／地誌学 ２ 

(Regional Geography 2) 

担当者名 

（Instructor） 
三原 昌巳(MIHARA ATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、具体的な事例に基づいて地域と生活の密接な関係を理解できるようになることを目標とする。 

 

This subject aims to enable students to understand the close relationship between local regions and lifestyles, based on specific 

examples. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、世界各地の環境や生活を紹介し、自然環境と人文事象の要素を考察する。まず、世界の地域構造を概説し、次にアジ

アからヨーロッパにかけての各地域を事例として、その地域を象徴するテーマを取り上げて解説する。 

 

This class will introduce the environment and lifestyles in regions around the world, and consider the elements of the natural 

environment and human phenomena. First, it will provide an overview of the regional structure of the world, and then, using 

regions from Asia to Europe as examples, will take up and describe themes that symbolize the regions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：地誌学とは何か、地誌学の研究方法 

2. 世界を理解するためのアプローチ 

3. 世界の地域区分 

4. ユーラシア大陸の位置づけ 

5. ユーラシア大陸の自然環境 

6. ユーラシア大陸の国家とその特色 

7. アジアの地誌（１）：東アジアの経済と文化圏 

8. アジアの地誌（２）：東南アジアの生態 

9. アジアの地誌（３）：南アジアの産業 

10. ヨーロッパの地誌（１）：自然環境と文化 

11. ヨーロッパの地誌（２）： EU の変遷 

12. ヨーロッパの地誌（３）：東ヨーロッパの変容 

13. ヨーロッパの地誌（４）：北欧の政策 

14. まとめと再考、授業全体に対するフィードバック 

 

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

予習として、授業で扱う地域を地図帳やインターネットで確認し、基本的な位置関係や地名を確認しておくこと。また復習として、

講義で学んだ地域について関心を持ち、その地域の出来事について新聞や本などで情報を収集すること。参考文献のほか、授

業時間内にも様々な文献を紹介するので、授業で関心を抱いた内容について文献を積極的に読み、自分なりの意見をまとめるこ

と。配布資料を読み直し、不明な点を自分で調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎授業時の課題(40%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位履修不可である。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子、2010、『ヨーロッパ学への招待ー地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』、学文社 

(ISBN:978-4-7620-2410-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち 1 回～２回程度対面実施予定である。 

パワーポイントを使用した講義形式で、資料を適宜配布する。配布資料は各自保管し、授業内容の理解に役立ててください。履
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修者の理解度や興味に応じて、授業の進度や順序を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

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

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%) 

感染症拡大の状況などからオンラインでの講義が中心となった場合、筆記試験に代えて授業内の課題を課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で行う。なお、初回は対面での講義を行い、以後は感染症拡大の状況や履修者の

意向を踏まえて決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

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

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

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(10%)/レポートまたは小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

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

 

 

  



 

 - 425 - 

■AC504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDPを通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

Ⅰ国民経済計算の仕組み：経済活動を量的に把握する 

１．GDP って何？ 

２．GDPで何がわかるの？ 

2. ３．三面等価の原則 

４．GDP と GNPの違いについて 

3. ５．名目 GDP と実質 GDPはどこが違うの？ 

６．GDPデフレータを使って計算してみる 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. ⅡGDPの短期的変動：景気循環 

１．景気循環とそれを促す要因 

２．景気の良し悪しを判断する方法 

7. ３．日本銀行が行う景気対策 

8. ４．物価と失業率の関係 

 ニートをどう捉えるか？ 

9. ⅢGDPの長期的変動：経済成長 

１．成長要因分析 

10. ２．日本の経済成長の要因（１） 

11. ３．日本の経済成長の要因（２） 

12. ４．アジアの経済視聴の要因 

13. ５．何故豊かになれない国があるの？ 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/課題提出(複数回)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 
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参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 

4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Ⅰ「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. （１）国家と政治体制について 

3. （２）政治体制の転換とその背景 

4. （３）政治体制の転換とその背景 

5. （４）民主主義、自由主義、自由民主主義と非自由民主主義体制の類型 

6. Ⅱ日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前の政治の担い手の変遷 

7. （２）日本は何故第二次世界大戦へと向かったか？ 

8. （３）一党優位政党制の時代 

9. （４）1990 年以降の政治 

10. Ⅲ政治と経済 

（１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. Ⅳアジアの地域統合と日本の役割 

14. 最終テスト 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ガイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

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

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

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

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

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

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 435 - 

注意事項（Notice） 
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■AC786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC791 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 445 - 

注意事項（Notice） 
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■AC792 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC793 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC794 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC795 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC796 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC797 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC798 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 460 - 

■AE011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ａ 

(Introductory Seminars J1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｂ 

(Introductory Seminars J1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
佐古 仁志(SAKO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 464 - 

■AE013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｃ 

(Introductory Seminars J1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 466 - 

■AE014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｄ 

(Introductory Seminars J1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
早坂 めぐみ(HAYASAKA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着つけ，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out specialized learning from the 

diverse academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

(1) Students will understand the significance of intellectual life: Each student will introduce their diverse education experiences 

and how they became interested in education among his/her colleagues. Students will understand the significance of learning in 

university, and develop an interest in issues that affect their future. 

(2) Students will acquire the skills of reading literature and summarizing: Students will read various literature prepared by the 

instructor, and will gain the ability to summarize even long papers. 

(3) Developing active discussion skills: University is different from high school, and in-class discussions have great importance. 

Students should not be mere bystanders, but will actively speak out. They will gain the ability to respond to others’ opinions. 

(4) Students will acquire the ability to compose a basic report: they will learn methods for writing a report based on a theme 

from the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。欠席 3 回で履修放棄として扱われる。遅刻は 2 回で 1回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ａ 

(Introductory Seminars J2a) 

担当者名 

（Instructor） 
小草 泰(OGUSA YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｂ 

(Introductory Seminars J2b) 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 由美(KOTANI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｃ 

(Introductory Seminars J2c) 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｄ 

(Introductory Seminars J2d) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

Students will become skilled in the basic academic literacy required for university, and carry out basic learning from the diverse 

academic discipline of education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

(1) Students will acquire literary analysis competence and summarizing methods: They will be able to read diverse literature on 

the topic of education and summarize it. 

(2) Students will be able to set agenda, gather literature and relevant documents, and give a report. 

(3) Students will develop debate skills: They will learn the difference between a presentation and a debate, leading to more skills 

for debate. 

(4) Students will learn basic methods for writing a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育学 

(Pedagogy) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れ

てきたかについて学ぶ。これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解することで、これからの

教育のありようを考えたい。 

 

Students will learn about the fundamental concepts of education and about what constitutes an educational philosophy. 

Students will also learn about how these concepts and philosophies of education have appeared in educational history and 

thoughts. The class aims to help students consider the future of education based on an understanding of how education and 

schooling have been conceived and changed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）教育（学）の基本的な概念を理解し、近代教育がいかに成立したのかを、日本と諸外国を比較しながら学ぶ。（2）欧米の近代

教育思想を学ぶ。（3）現代の教育問題とこれまで学んできた理念や思想を接続し、現代社会における教育課題を歴史的な視点

から考える。 

 

(1) Students will understand the basic concepts of education (and pedagogy), and learn how modern education systems were 

established while comparing Japan with other countries. (2) Students will learn about modern educational thought in Western 

countries. (3) Students will connect issues in contemporary education to philosophies and thought they have learned up until 

now, and think about educational issues in contemporary society from a historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「勉強する」、「学習する」ことと「研究する」ことの違いはどこにあるのか 

2. 「異文化」として過去の「教育」をみる：教育の思想や歴史を研究するための方法論 

3. 近代教育はいかに成立したか 

4. 日本の近代教育の成立 

5. 日本の学校文化の歴史性 

6. 欧米の近代教育思想（1）コメニウス 

7. 欧米の近代教育思想（2）ルソー 

8. 欧米の近代教育思想（3）ペスタロッチとヘルバルト 

9. 欧米の近代教育思想（4）デューイと新教育  

10. 教育思想と教育実践のつながりを考える 

11. 教育学の重要概念について 

12. 現代社会における教育課題（1）メディアの発達に伴う学習の変容 

13. 現代社会における教育課題（2）人工知能の発達と教育 

14. 現代社会における教育課題（3）震災と教育、コロナ禍と教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配付する資料を次回までに読み、自分の考えを表明したり、与えられた課題に回答できるように準備することが求めら

れる。詳しくは初回の授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中、前後に提示する課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井康雄編、2009、『教育思想史』、有斐閣 (ISBN:9784641123847) 

2. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

3. 眞壁宏幹編、2016、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766423273) 
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その他の参考文献については、授業時に提示します。できるだけ多くの文献に眼を通し、比較の視点を養ってください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育心理学 １ 

(Psychology in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための発達と学習の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につけ、各発達状況における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解する。 

 

Students will learn about the development and learning processes of infants, pupils, and students.They will understand the 

relevant psychological characteristics, and learn how to support development and learning focused on children of school age. 

 

授業の内容（Course Contents） 

子ども理解に必要とされる心理学的知識を学び、子どもたちの発達を支援する教育のあり方について検討する。子どもの学習と

発達を支援する上で教育に求められるものが何であるのか、教育職員に求められる基本的な認識を身につける。受講生の自ら

の学校教育経験を通して培われた常識的教育観を問い直しながら、子どもとその指導者の役割について理解を深める。 

 

Students will acquire the necessary psychological knowledge for understanding children and examine educational methods for 

supporting children’s development. Students will become knowledgeable of what is needed in education to support children’s 

learning and development, and develop the basic awareness necessary for teachers. Students will reconsider the common sense 

they have developed through their own school education experiences and gain a deeper understanding of children and the role 

of the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 幼児、児童及び生徒のための教育心理学に求められるもの 

2. 幼児、児童及び生徒の心身の発達の基礎理論 

3. 幼児、児童及び生徒の心身の発達の基礎理論 

4. 幼児、児童及び生徒における発達と教育の相互作用について 

5. 教育における発達理解の意義 

6. 乳幼児期、児童期、青年期の運動発達・言語発達・認知発達・社会性等の発達の特徴 

7. 幼児、児童及び生徒のための学習の基礎理論（行動形成） 

8. 幼児、児童及び生徒のための学習の基礎理論（情報処理） 

9. 幼児、児童及び生徒のための学習の基礎理論（状況論） 

10. 幼児、児童及び生徒における主体的学習と動機付け 

11. 幼児、児童及び生徒における主体的学習と学習評価 

12. 幼児、児童及び生徒における主体的学習を支える集団づくり 

13. 幼児、児童及び生徒における主体的学習を支える学習指導 

14. 幼児、児童及び生徒の指導者にとっての発達と学習の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内、あるいは Blackboard上で参考資料が紹介されることがある。これらはもちろんのこと、授業内容に関連する文献を自分

で調べることが望ましい。講義内容について他の履修者と議論を深めるとよいだろう。講義内で議論される事例は拙著に詳述さ

れていることが多い。特に拙著「子どもたちは教室で何を学ぶのか」（東京大学出版会）を読んでおくと理解が深まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業で指示した課題の提出(40%) 

それぞれ期限が定められた小課題を複数回提出することで平常点とする。提出が遅れる場合にはペナルティがつく。なお、すべ

ての課題を最終授業日までに提出しない場合には履修放棄となり、単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育社会学 １ 

(Sociology in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の学校教育に関する社会的、制度的事柄の基礎と現代的課題について、社会学的観点から理解できるようになることをめ

ざす 

 

Students will aim to be able to understand the social and systematic basics of contemporary education and contemporary 

issues from a sociological perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）西欧と日本における近代公教育制度の成立過程を概説し、近代化論、学校論、子ども論について基礎的な考え方を理解でき

るようにし、２）教育制度と現代社会との関係について多様な問題状況をふまえ、教育と不平等論、学歴社会論などの現代的課

題に向き合う社会学的な視点の有効性を論じる。 

 

1) Students will learn how the modern education systems in Japan and Western countries have been developed, and be able to 

understand ways of thinking about theories of modernization, schools and children. 2) Based on the diverse issues about the 

relation between education systems and contemporary society, students will discuss the effectiveness of considering 

sociological perspectives on education and inequality, and education-conscious societies, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育社会学とは何か－教育学と教育科学 

2. 近代公教育の成立－産業革命時代におけるベル・ランカスター法の成立 

3. 近代公教育の成立－英仏における義務教育制度成立の背景 

4. 近代学校論－フーコー「監獄の誕生」を中心として 

5. 近代子ども論－アリエス「子どもの誕生」を中心として 

6. 近代日本における義務教育制度の成立－身体の近代化 

7. 近代日本における義務教育制度の成立－学校化社会の成立 

8. 教育と不平等－構造の平等と配分の平等、機会の平等と結果の平等 

9. 教育制度改革が問いかけるもの--1960 年代アメリカ 

10. 教育制度改革が問いかけるもの--1980 年代ニュージーランド 

11. 現代日本における教育問題－現場の最前線から 

12. 現代日本における教育問題－文化的再生産論の視点から 

13. 現代日本における教育問題－いじめ不登校問題について（保健室の視点から） 

14. 現代日本における教育問題－学校安全の視点から 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/ブラックボード上で課された提出物(50%) 

４回以上提出物が未提出の場合、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はブラックボード上にアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育史 １ 

(History of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の教育の歴史的経験を辿る 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

以下の三点を授業の目標とする。 

（1）日本の教育制度政策の展開過程を、史料に基づいて理解してゆく。 

（2）教育の歴史的な出来事を実証する史資料について知る。 

（3）「学校に通う」「学校で学ぶ」ということの意味について、歴史的経緯を踏まえた考え方を持つ。 

 

1. To understand the process of development of Japan's education system policy based on historical data. 

2. Learn about sources that substantiate historical events related to education. 

3. Learn to think about the meaning of "going to(attending) school" and "learning at school" based on historical background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代公教育の形成・展開の過程について、主として日本近代における学校教育制度の成立過程を概観する。本講義では特に義

務教育制度の成立、展開過程を中心に講義を進め、日本近代において「学校に通う」ということ、「学校で学ぶ」ということがどの

ような形で日本の人々の学習のありようや生活のありようを変えていったのかということを考えてゆく。 

 

In this lecture, we will overview the process of formation and development of modern public education. This course mainly 

focuses on the process of the establishment of the school education system in modern Japan. In this lecture, we will focus on 

the establishment and development of the compulsory education system, and consider how "going to school" and "learning at 

school" have changed the way Japanese people learn and live in the modern era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 学校がない頃の子どもの学び方 

3. 学校教育のはじまり 

4. 初等教育の展開 

5. 中等教育の形成 

6. 高等教育の展開 

7. 学校教員の世界 

8. 義務教育制度の確立 

9. 進学と学歴社会 

10. 私立大学の始まり 

11. 戦争と教育 

12. 戦後の教育改革 

13. 経済成長と教育 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献での予習および授業時に配布するプリントの復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/毎回の講義に関するコメントの提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。毎回プリントを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本正身、2014 年、『日本教育史 教育の「今」を歴史から考える』、慶應義塾出版会 (ISBN:9784766421316) 

2. 木村元、2019 年、『学校の戦後史』、岩波書店 (ISBN:9784004315360) 
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3. 尾崎ムゲン、1999 年、『日本の教育改革―産業化社会を育てた 130 年』、中央公論社 (ISBN:9784121014887) 

4. 岩下誠・三時眞貴子・倉石一郎・姉川雄大、2020 年、『問いからはじめる教育史』、有斐閣 (ISBN:9784641150805) 

この他、第 1 回の講義で各時間の参考文献を示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育哲学 １ 

(Philosophy in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山名 淳(YAMANA JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、(1) 教育哲学とは何かということの概略を示すことができる、(2)教育哲学の基礎知識を習得する、(3)そのよう

な基礎知識をもとにして教育に関する基本的な議論を行うことができる、以上の 3 点にあります。 

 

The goals of this course are to 

- to be able to give an overview of what philosophy of education is,  

- to acquire basic knowledge of philosophy of education, and  

- to be able to make basic arguments about education based on such basic knowledge. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、教育哲学の基礎およびそれをもとにした議論の方法を学びます。教育哲学とは、教育について根本的に考察する

学問です。ところで、教育を「根本的」に考察するとは、いったいどのようなことを言うのでしょうか。本授業では、教育について考

えるためのおよそ 10 のテーマを設定し、そのテーマに関わる主要概念や問題構成を概説すると同時に、グループ・ディスカッショ

ンやクラス・ディスカッションを通じて、主体的にそのテーマに関する検討するレッスンを行います。 

 

This course deals with the basic concepts and argumentations of philosophy of education. It also enhances the development of 

student's skills in discussion about the topic "education". .   

 This course sets ten themes for thinking about education. Outlining the main concepts and issues involved in each theme, the 

course provides also opportunities for group and class discussions about them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本授業の概要（教育哲学とは何か） 

2. 暴力と保護（関連するキーワード： 権力、権威） 

3. 発達と生成 

4. 文化と野生（関連するキーワード： メディア、アーキテクチャ） 

5. 指導と放任（関連するキーワード： 規律権力と環境型権力） 

6. センスとノンセンス（関連するキーワード： 言語と非言語、アート） 

7. 中間まとめ 

8. 教育と自己形成（関連するキーワード： 文化、旅、リスク、） 

9. 精神と身体（関連するキーワード： ロゴスとパトス、理性と感性、、意識と無意識） 

10. 「トランスレーション」と「アプロプリエーション」（関連するキーワード： 創造、搾取） 

11. 共同体（コミュニティ）と個人（関連するキーワード： ローカルとグローバル） 

12. 固有性と多様性（関連するキーワード： アイデンティティ） 

13. 記憶と忘却（関連するキーワード： 伝承、カタストロフィ、リプリゼンテーション（表象/代理）） 

14. 本授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に授業用資料を配付しますので、事前に読んでください。 

またテキストを指定させていただきますので、こちらもお読みください。読書のタイミングと該当箇所については、授業時に指示を

させていただきます。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/学期中のリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山名淳、2012 年、『「もじゃぺー」に〈しつけ〉を学ぶ』、東京大学出版会 (ISBN:4901665286) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 山名淳、2015、『都市とアーキテクチャの教育思想』、勁草書房 (ISBN:4326298820) 

2. 山名淳/矢野智司、2017、『災害と厄災の記憶を伝えるーー教育は何ができるか』、勁草書房 (ISBN:4326251204) 

3. 渡辺哲男他、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:4771031622) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１ 

(Seminars in Education J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育臨床社会学の基本的な考え方を身につけること 

（2）受講生同士の研究関心をシェアしながら深める 

 

(1) Students will learn the basic concept of clinical sociology of education. 

(2) Students will deepen their interest through sharing them with one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育臨床社会学は、教育の現場の問題に寄り添い、問題解決に資することをめざしアクチュアルに研究を進める領域であると同

時に、問題の構造、背景などについて冷静・客観的に分析し、問題の当事者目線を相対化する感覚も必要な領域である。相互行

為分析はその中心的役割を果たすもので、分析の立体化のために演劇的手法によるアクティビティも随時用いることにしたい。

春学期は社会学や教育哲学、応用演劇等の幅広い領域の理論及び方法に関する文献を読み進めつつ、受講生の個別具体的

な問題関心を耕し、相互に問題関心にコメントしあう作業を中心に議論を積み重ねていくことにしたい。 

 

Clinical sociology of education is a field of research that examines issues at places of education, aims to contribute to problem 

solving, and promotes practical research.At the same time, it is a field that carries out objective analysis of the structures and 

backgrounds, etc., of issues and requires an awareness of how these issues are relevant to stakeholders. Interaction analysis 

plays a central role in this field, and role-playing activities will be used when required. In the spring semester, while reading 

literature related to theories and methods related to a wide range of fields such as sociology, educational philosophy and applied 

drama, etc., students will cultivate individual interest in specific issues and debate these issues focusing on tasks where they 

exchange comments on these issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションおよび自己紹介＆個々の問題関心のシェア 

2. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

3. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

4. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

5. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

6. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

7. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

8. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

9. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

10. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

11. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

12. 文献講読＆報告＆ディスカッション 

13. 研究テーマ設定に向けたブレスト（1） 

14. 研究テーマ設定に向けたブレスト（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献はあらかじめ読んでから演習に参加すること。演習ではディスカッションおよび演劇的手法によるアクティビティを大切にした

いと考えている。何らかの形でオンライン上に意見交換できるコミュニティスペースを開設し予習・復習に役立ててもらえればと考

えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講生相互のコメント(25%)/文献講読に関わるディスカッション参加度(25%)/個別の研究関心の発表(25%)/ゼミ研究テーマに関わ

るディスカッション貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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参考文献リストに掲げた文献を軸に、必要に応じて関連論文等を紹介する方式とする 

 

参考文献（Readings） 

1. アウグスト・ボアール、1984、『被抑圧者の演劇』、晶文社 

2. 上田薫、1990、『人間のための教育』、国土社 

3. 串田秀也＆好井裕明、2010、『エスノメソドロジーを学ぶ人のために』、世界思想社 

4. パウロ・フレイレ、2018、『被抑圧者の教育学（50 周年記念版）』、亜紀書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）演習運営上の基本的なスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）。ポジティブなかかわり方を

参加受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

（2）文献は社会学、教育哲学、応用演劇学等多岐にわたる。大きな問題意識を育てつつ、個別具体的な研究テーマに取り組んで

もらえたら幸いである。 

（3）秋学期末に提出するゼミ論文の構成に関しての検討も実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■AE102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ２ 

(Seminars in Education J2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育臨床社会学の展開 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）社会学的な相互行為データ分析を踏まえた共同発表ないしは共同制作を行う 

（2）卒業論文執筆も視野にいれつつ、ゼミ論文（12,000 字）を執筆する 

 

(1) Students will carry out group presentations or other collaborations based on sociological and interactive data. 

(2) Students will write a seminar thesis (12,000 characters) while also considering their upcoming graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期にシェアした基本的知識や互いの問題関心を踏まえ、共同研究（制作）を行うべく、個別の問題関心との往復作業を繰り

返しつつ成果発表に向けた作業を進めていく。受講生それぞれが、自分なりにゼミに貢献できることはなにかを見いだせるよう、

支援したい。なお成果発表の形式は個人発表としてはゼミ論文を宛て、共同発表としては応用演劇等の手法も視野にいれつつ、

参加受講生とともに可能性を探っていきたい。 

 

Based on basic knowledge shared in the spring semester and students’ interest in problems, students will work toward 

conducting joint research (collaboration), and presenting their results while repeatedly examining individual problems of interest. 

The class will support students as each of them finds his/her own way to contribute to the seminar. Also, for the format of the 

presentations on results, the seminar theses will be regarded as individual presentations, and the group presentations will give 

students an opportunity to explore possibilities by incorporating Applied Theatre. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（1） 

2. 個別課題のシェアおよび共同研究テーマをめぐるブレーンストーミング（2） 

3. 研究発表の方法および研究の宛先をめぐるブレーンストーミング 

4. 個別発表（1） 

5. 個別発表（2） 

6. 個別発表（3） 

7. 個別発表（4） 

8. 個別発表（5） 

9. 個別発表（6） 

10. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 1） 

11. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 2） 

12. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 3） 

13. 個別課題の深化および共同研究完成へ向けた共同作業（その 4） 

14. 成果発表の予定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

共同研究のためのグループワークが必須となる。自分なりに共同研究に貢献できることが何かを常に意識するべくリフレクション

を重ねていってほしい。授業時間外にも共同研究やゼミ論執筆のための面談指導等も予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/共同研究への貢献度(60%) 

各自 12000 字のゼミ論文(12 月末日第一次〆切)をもって最終レポートとする 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に個別のテーマに応じて指示する 

 

参考文献（Readings） 

研究の展開に応じて必要な文献をシェアしていく 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習運営上の一貫したスタンスは「促し・励まし・見守り・支える」（教育学者・室 俊司氏のことば）ポジティブなかかわり方を参加

受講生相互にもシェアしてもらえたらと考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ３ 

(Seminars in Education J3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会教育研究のセンスを磨く 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育研究を進めていくための発想や論理を獲得する。 

②社会を組み換える課題意識を深くし、教育や学習がもっている政治性や社会性に着目して研究していけるようになる。 

③調査や発表や議論に慣れ、その方法や仕方に習熟する。  

 

1)Students will acquire the idea and logic for conducting research in adult and community education.  2)Students will sharpen 

awareness of changing society and pay attention to the political and social characteristics of teaching and learning. 

3)Students will become familiar with research, presentation and debate, and acquire proficiency in these methods and 

approaches.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を読み、それをもとにした報告と討議を行いながら、社会や人間について理解を深める作業を行う。 

 

Students will deepen their understanding of people and society through reading literature, making reports and discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ゼミで学ぶ意味、年間スケジュールの確認 

2. 『質的社会調査の方法』の輪読① 

3. 『質的社会調査の方法』の輪読② 

4. 『質的社会調査の方法』の輪読③ 

5. 『質的社会調査の方法』の輪読④ 

6. 『質的社会調査の方法』の輪読⑤ 

7. ゼミ論のテーマに関するディスカッション 

8. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読① 

9. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読② 

10. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読③ 

11. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読④ 

12. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読⑤ 

13. 『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』の輪読⑥ 

14. まとめと振り返り、夏季休暇中の課題や合宿についての案内 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストをしっかりと読み込み、授業に臨むこと。テキストを読み深めるための予習課題も毎回課される。また、個人として取り組

むべき課題についても手を抜かずに真摯に取り組む必要がある。ゼミの学びにとって授業時間外の予習・復習が決定的に重要

であることは肝に命じておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業での報告や討論への取り組み(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、2016、『質的社会調査の方法 -- 他者の合理性の理解社会学』、有斐閣 (ISBN:4641150370) 

2. 丸山英樹・太田美幸編、2013、『ノンフォーマル教育の可能性―リアルな生活に根ざす教育へ』、新評論 (ISBN:978-

4794809605) 

春学期の間に 2 つのテキストを輪読する。両者とも入手しておくように。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストは必ず購入し、初回の授業に持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ４ 

(Seminars in Education J4) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の提出を見通しながら、ゼミ論文（12000 字）を完成させる。 

 

Students will master methods of organizing the research into a paper, and raise their awareness of issues. Students will turn in 

a seminar theses (12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究報告を中心に進める。研究テーマを絞り、十分な調査や考察のもとに研究報告を行う。それぞれの報告について議

論を交わし、報告者に適切な助言やヒントを提供する。 

 

Classes will progress mainly on each student’s presentation on their research. Students will narrow down the subject of their 

research and write a report based on sufficient survey and discussion. Students will have discussions regarding their respective 

reports, and provide appropriate advice and hints to each other. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 個人研究発表 

3. 個人研究発表 

4. 個人研究発表 

5. 個人研究発表 

6. 個人研究発表 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. ゼミ論文の執筆について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表のために授業時間外の調査や学習は不可欠である。労力を惜しまず努めること。ゼミ論文の執筆については個別の面

談に応じるので、積極的に指導教員を利用すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表(30%)/議論への取組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室』、NHK出版 (ISBN:978-4140911945) 

論文とは何かを学ぶ上で必ず上記テキストは入手し、活用すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ７ 

(Seminars in Education J7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に学校における教育事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作成の

ための文章表現を学びます。 

 

Students will learn methods for considering phenomenon of education related mainly to schools from a perspective of Historical 

Sociology. At the same time, they will learn writing skills in order to learn presentation manners and writing good papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。学校にかかわる教育事象について，歴史社会学（場合によって

は文化史，心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読し、議論します。併せて，レポート作成のための文章

表現の指導も行います。 

 

Class activities will mostly focus on reading, debating, and writing. Students will read literature and discuss in order to consider 

the phenomenon of education related to schools from a perspective of Historical Sociology (including cultural history, 

psychological history, and social history in some cases). At the same time, they will learn writing skills in order to compose 

reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史社会学的視点の説明・検討予定文献の紹介 

2. 文献の種類と読み方 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 文献講読と討論 

8. 情報検索の方法と学術的な問い 

9. 学術的な文章の作法 

10. 文献講読と討論 

11. 文献講読と討論 

12. 文献講読と討論 

13. ゼミレポート構想発表と討論 

14. ゼミレポート構想発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、検討予定の文献および関連資料等の読解を行った上で、読書ノート・論点メモなどを作成し、積極的に討論に参加できるよ

う準備してください。レポート作成に向けては、グループまたは個人に対して、時間外の指導機会を設けます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の課題実施状況(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。検討対象の文献は、その都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ８ 

(Seminars in Education J8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育にかかわるさまざまな事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作

成のための文章表現を学びます。期末にレポート（12,000 字以上）を提出します。 

 

Students will learn methods for considering the various phenomena of education at schools from a perspective of Historical 

Sociology. At the same time, they will learn writing skills in order to learn presentation manners and writing good papers. 

Students will turn in a report (at least 12,000 characters) at the end of the term. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。ある教育事象について，歴史社会学（場合によっては文化史，

心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読します。その上で，史資料収集の方法を学び，実践します。併

せて，論文作成のための文章表現の指導も行います。 

 

Class activities will mostly focus on reading, debating, and writing. Students will read literature and discuss in order to consider 

the educational phenomenon from a perspective of Historical Sociology (including cultural history, psychological history, and 

social history in some cases). Furthermore, students will learn and apply methods of collecting historical documents. At the 

same time, they will learn writing skills in order to compose papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史社会学の研究方法 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 史料収集の方法論 

8. 史料の扱いと分析の視点 

9. 文献講読と討論 

10. 文献講読と討論 

11. ゼミ論構想発表と討論 

12. ゼミ論構想発表と討論 

13. 文献購読と討論 

14. 演習のまとめと卒論執筆に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定文献および関連資料等の読解と読書ノート・論点メモの作成。 

ゼミ論に向けての史資料収集と読解、ゼミ論執筆。ゼミ論作成に向けては、グループまたは個人に対して、時間外の指導機会を

設けます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の課題実施状況(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。参考文献ともに、その都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ９ 

(Seminars in Education J9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史を辿る 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々がいま〝当たり前〟と思っている教育の形について、何故このようになっているのか、という問いを見つけ、時系列に沿って

その答を探し当てる方法・技術を身につける。 

 

In this seminar, we will try to have a critical perspective on the form and nature of education that we take for granted today. We 

will also learn how to find the answers to these questions in chronological order. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育制度の歴史」や「学校の歴史」だけではなく、授業で用いられる教具に加えて、授業以外の教育活動で用いる道具＝モノも

含めた「教育の歴史」を、受講者の興味関心に沿いながら考えてゆく。今日一般化し、「当たり前」となっている教育のあり方、受

講者自らが経験してきて「当たり前」と受け止めている教育のあり方を、歴史的な視点から見直してゆくことを目指す。 

 日本の教育史に関わる通史的理解を共有しつつ、その上で受講者各自の興味関心に基づく個別問題を抽出し、受講者同士の

発表や議論を通じて、それぞれの問題関心を磨き上げる。 

 歴史的視点から教育をみる、考えるということはどういうことなのか、何を目指すのか、演習を通して受講者各自の〝解〟を見

つけ出してほしい。 

 

This exercise covers not only the "history of the education system" and the "history of the school," but also the "history of 

education," including the tools used in the classroom as well as in educational activities outside the classroom. We will consider 

these issues in line with the interests of the participants. The aim is to review from a historical perspective the way of 

education that has become common and "natural" today, and the way of education that the participants themselves have 

experienced and taken for granted. 

First, the participants will share their basic understanding of the history of education in Japan. Then, each participant will 

choose a theme based on his/her own interests. Participants will refine their own interests through presentations and 

discussions among themselves. 

Through the exercises, I hope that each participant will find an answer to the question of what it means to look at and think 

about education from a historical perspective, and what we are aiming for. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献、基本資料の紹介 

3. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. 演習のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各時間で扱う文献・資料の事前学習を行う。 

・毎回の授業および発表内容に関するコメントを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/質問や討論への積極的参加(20%)/個別発表の準備と内容(20%)/授業についてのコメントの提出

(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。必要な文献を適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石附実編著、1992 年、『近代日本の学校文化誌』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784784207244) 

2. 佐藤秀夫、2004 年、『教育の文化史』１（学校の構造）、阿吽社 (ISBN:9784900590809) 

3. 佐藤秀夫、2005 年、『教育の文化史』２（学校の文化）、阿吽社 (ISBN:9784900590816) 

4. 平田諭治編著、2019 年、『日本教育史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623084517) 

5. 宮内 泰介・上田 昌文、2020年、『実践 自分で調べる技術』、岩波書店 (ISBN:9784004318538) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１０ 

(Seminars in Education J10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史を辿る 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期で検討した各自の問題意識に基づいて調査・研究を進め、論文にまとめる。 

 

The purpose of this class is for students to conduct research based on their own awareness of the issues discussed in the 

spring semester, and to compose a paper on the results of their research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に行った文献講読や討論の中から、自分なりの課題意識を導き出し、その課題意識を自らのテーマとして深めてゆく。形

式としては、個人もしくはグループによる発表形式を繰り返す。発表を繰り返すことで、自らの課題意識、研究方法、表現技術を

磨いてゆくことをねらいとしている。 

歴史研究がこの演習のスタイルなので、実証的であること、特に文書資料で実証することを心がけてほしい。国立国会図書館、

国立公文書館、その他の資料所蔵機関などが web上で公開している資料を駆使することはもとより、状況が許せば、地域の図

書館や教育センターや文書館などに赴くことも検討したい。 

なお発表（プレゼンテーション）の技術、発表資料（レジュメ）作成技術についても批評しあう。 

各自の発表を文章化したゼミ論文集の作成を、最終的な目標とする。 

 

Students will find their own awareness of issues through the literature readings and discussions conducted in the spring 

semester, and will further develop their awareness of issues into their own themes. The format of the seminar is a rotation of 

individual and group presentations. The aim is for students to refine their own awareness of issues, research methods, and 

expression techniques through repeated presentations. 

The style of this seminar is historical research. Therefore, students are expected to raise the level of empirical evidence in their 

reports, especially through documentary sources. 

In this seminar, students will also critique each other's presentation skills and techniques for preparing presentation materials. 

The final goal of the seminar is to produce a collection of papers summarizing each student's presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 演習の内容確認と計画 

3. 発表および質疑 1 

4. 発表および質疑 2 

5. 発表および質疑 3 

6. 発表および質疑 4 

7. 発表および質疑 5 

8. 発表および質疑 6 

9. 発表および質疑 7 

10. 発表および質疑 8 

11. 発表および質疑 9 

12. 発表および質疑 10 

13. 発表および質疑 11 

14. 演習のまとめとゼミ論文の仕上げ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・発表課題についての事前学習を行うこと。 

・毎回の授業および発表内容に関するコメントを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ論文の内容（12,000 字以上）(40%)/個別発表の準備と内容(40%)/質問や討論、リアクションペーパーの提出などの授業への

積極的な参加(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

各自のテーマに合わせて適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 教育史学会、2018 年、『教育史研究の最前線Ⅱ』、六花出版 (ISBN:9784866170428) 

2. 古田島洋介、2013 年、『日本近代史を学ぶための文語文入門 漢文訓読体の地平』、吉川弘文館 (ISBN:9784642080934) 

3. 高橋佑磨・片山なつ、2016 年、『伝わるデザインの基本 増補改訂版 よい資料を作るためのレイアウトのルール』、技術評論

社 (ISBN:9784774183213) 

4. 花井信、2000 年、『論文の手法 日本教育史研究法・序説』、川島書店 (ISBN:9784761007188) 

その他、適宜演習内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１１ 

(Seminars in Education J11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy: (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to think.  

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼ

ミは、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。前半では、現代倫理テキスト（ジェームズ・レイチェルズ

『現実をみつめる道徳哲学：安楽死からフェミニズムまで』）を講読して、ディスカッションします。学生が中心になって、問題提起、

ディスカッションを行います。後半は自分のテーマに関する発表を行います。 

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics: (1) philosophy and education, (2) special needs 

education and (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations 

and dialogues. In the first half of the course, students will read and discuss a modern ethics text (James Rachels’ The Elements 

of Moral Philosophy). The class is student-centered and involves issue presentations and discussions. In the second half of the 

class, students will give presentations based on his/her own topic.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法  

2. 学生発表・ディスカッション①：レイチェルズ１～２章  

3. 学生発表・ディスカッション②：レイチェルズ３～４章  

4. 学生発表・ディスカッション③：レイチェルズ５～６章  

5. 学生発表・ディスカッション④：レイチェルズ７～８章  

6. 学生発表・ディスカッション⑤：レイチェルズ９～１０章  

7. 学生発表・ディスカッション⑥：レイチェルズ１１～１２章  

8. 学生発表・ディスカッション⑦：レイチェルズ１３～１４章  

9. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑧：学生の自己テーマ  

10. 学生発表・ディスカッション⑨：学生の自己テーマ  

11. 学生発表・ディスカッション⑩：学生の自己テーマ  

12. 学生発表・ディスカッション⑪：学生の自己テーマ  

13. 学生発表・ディスカッション⑫：学生の自己テーマ  

14. 最終レポート提出、まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表とディスカッション中心のゼミです。自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し合いますので、毎回欠かさず準備を

してきてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(30%)/中間レポート(30%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・レイチェルズ、2003、『現実をみつめる道徳哲学―安楽死からフェミニズムまで』、晃洋書房 (ISBN:4771014396) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１２ 

(Seminars in Education J12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。期末にレポート（12,000 字）を提出します。 

 

This seminar has the following target themes of educational philosophy: (1) to broaden experiences (2) to foster discussion and 

communication skills (3) to gain skills to think. Students will turn in a report (12,000 characters) at the end of the term.  

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼ

ミは、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。これらのテーマについて、学生が中心になって自分の

テーマに関する発表を行い、ディスカッションします。  

 

In this class, students will give presentations focusing on the following topics: (1) philosophy and education, (2) special needs 

education, and (3) morality and education. For the seminar, the class will mainly focus on students’ small-group presentations 

and dialogues. Students will initiate the classes in presentations and discussions for their own themes relevant to the topics 

above.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方とスケジュール  

2. 学生発表・ディスカッション①  

3. 学生発表・ディスカッション② 

4. 学生発表・ディスカッション③ 

5. 学生発表・ディスカッション④ 

6. 学生発表・ディスカッション⑤ 

7. 学生発表・ディスカッション⑥ 

8. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑦   

9. 学生発表・ディスカッション⑧   

10. 学生発表・ディスカッション⑨ 最終レポートに向けての発表  

11. 学生発表・ディスカッション⑩ 最終レポートに向けての発表  

12. 学生発表・ディスカッション⑪ 最終レポートに向けての発表  

13. レポートの検討とディスカッション 

14. 最終レポート提出、まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表とディスカッション中心のゼミです。発表は４回ほど機会があります。自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し合

いますので、毎回欠かさず準備をしてきてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表とディスカッションへの参加(30%)/中間レポート(30%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１３ 

(Seminars in Education J13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナウシカと教育をめぐる思想 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）「近代化」に対する批判的な視点を養う。 

（2）時代状況をヴィヴィッドに描き出したアニメーションやマンガを通して「教育」を考える。 

（3）高度な学術論文の読解に習熟する。 

 

The purposes of this course are for students to (1) develop a critical perspective on "modernization"; (2) think about 

"education" through animated works and comics that vividly depict the situation of the times; and (3) become proficient in 

reading advanced academic papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『風の谷のナウシカ』を対象とした学術書、研究論文を講読し、この講読から今日の「教育」を再考する視点を見出す。 

 

Students read academic books and research papers on 'Nausicaa of the Valley of the Wind' to find a perspective to reconsider 

today's education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 『ナウシカ』に着目する意味：人間中心主義、コロナ禍など 

3. 学術論文の読み方、レジュメの作り方、ゼミでの議論をどのように行うか：議論のリハーサル 

4. 『ナウシカ』をケースとした学術論文の講読：勢力尚雅の文章から 

5. 『ナウシカ』をケースとした学術論文の講読：上記以外の文献 

6. 『ナウシカ解読』第 1 章 

7. 『ナウシカ解読』第 2 章 

8. 『ナウシカ解読』第 3 章 

9. 『ナウシカ解読』第 4 章 

10. 『ナウシカ解読』第 5 章 

11. 『ナウシカ解読』第 6 章 

12. 『ナウシカ考』第 1 章 

13. 『ナウシカ考』第 2 章 

14. 『ナウシカ考』第 3 章、春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読時は、レポーターは 1 ヶ月以上前から文献発表準備に入り、発表 1 週間前に教員のチェックを受け、指示に基づき修正

の上当日報告のこと。他の学生は事前に当該文献を読了し、コメントをあらかじめまとめ、当日のレポーターの報告も踏まえて臨

機応変に質問、コメントし、議論に参加すること。終了後コメントペーパーの提出を求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/事前、事後の課題やレジュメ作成、報告者への質問、コメントなどの議論への貢献(60%) 

最終レポートを提出しないと単位を認定しない。欠席が 4 回になった時点で D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉振一郎、2019、『ナウシカ解読 増補版』、勁草書房 (ISBN:9784326654246) 

2. 赤坂憲雄、2019、『ナウシカ考：風の谷の黙示録』、岩波書店 (ISBN:9784000241809) 

3. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784065135020) 

『風の谷のナウシカ』マンガ版全 7 巻は教科書指定しないが、受講前に読了していることを前提とする。歌舞伎版、アニメ版も観

ておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

2. 奥野克巳、2020、『モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと』、亜紀書房 (ISBN:9784750516615) 

その他の参考文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１４ 

(Seminars in Education J14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ナウシカと教育をめぐる思想 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）「近代化」に対する批判的な視点を養う。 

（2）時代状況をヴィヴィッドに描き出した文学作品を通して「教育」を考える。 

（3）ゼミ論文を完成させる。 

 

The purposes of this course are for students to (1) develop a critical perspective on "modernization"; (2) think about 

"education" through animated works and comics that vividly depict the situation of the times; and (3) complete their course 

dissertations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『風の谷のナウシカ』を対象とした学術書、研究論文を講読し、この講読から今日の「教育」を再考する視点を見出す。 

 

 

Students read academic books and research papers on 'Nausicaa of the Valley of the Wind' to find a perspective to reconsider 

today's education. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ゼミ論文のテーマ決定の手順 

3. 『自然なきエコロジー』序論 

4. 『自然なきエコロジー』第 1 章前半 

5. 『自然なきエコロジー』第 1 章後半 

6. 『自然なきエコロジー』第 2 章前半 

7. 『自然なきエコロジー』第 2 章後半 

8. 『自然なきエコロジー』第 3 章前半 

9. 『自然なきエコロジー』第 3 章後半 

10. 文献講読の総括とまとめの議論 

11. 受講者によるゼミ論文の構想発表（1） 

12. 受講者によるゼミ論文の構想発表（2） 

13. 受講者によるゼミ論文の構想発表（3） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読時は、レポーターは 1 ヶ月以上前から文献発表準備に入り、発表 1 週間前に教員のチェックを受け、指示に基づき修正

の上当日報告のこと。他の学生は事前に当該文献を読了し、コメントをあらかじめまとめ、当日のレポーターの報告も踏まえて臨

機応変に質問、コメントし、議論に参加すること。終了後コメントペーパーの提出を求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/事前、事後の課題やレジュメ作成、報告者への質問、コメントなどの議論への貢献(60%) 

ゼミ論文（各ゼミ共通課題、12,000 字以上）を提出しないと単位は認定しない。欠席が 4 回になった時点で D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ティモシー・モートン（篠原雅武訳）、2011、『自然なきエコロジー：来るべき環境哲学に向けて』、以文社 (ISBN:9784753103508) 

2. 小笠原喜康、2018、『最新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784065135020) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

2. 篠原雅武、2020、『「人間以後」の哲学：人新世を生きる』：、講談社 (ISBN:9784065207819) 
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その他の参考文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１７ 

(Seminars in Education J17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対する心理学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの発達と学習の過程に対する教育の役割を理解すること。 

 

Students will understand what pedagogy plays in children's development and learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの発達と学習を理解する上で必要とされる基本文献を事前購読し、ゼミ内で議論する。各事前課題についてショートエッセ

イを書き、それに基づいて他者と議論を深める。ゼミ外でも疑問点を図書館等で調べ、問いを探求することが求められる。読むこ

と、書くこと、議論することを通して、大学生としてのアカデミックリテラシーの基本的な学習の場となる。受講者には積極的な参加

が望まれる。春期には世界的に影響を与えているイタリア、レッジョ・エミリア市の実践について検討する。 

 

Students will read the textbook in advance, which supports to understand children's development and learning processes with 

pedagogy. Students will write short essays about each topic, and have deep discussions with others based on them. Students 

have to investigate their questions and academic resources at the library and on the web. This class will be a place for students 

to learn the fundamental academic literacy required for university students. Students are expected to actively participate in the 

academic activity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者には事前にテキストを読んでおくことが求められる。文献の理解を深めるため、積極的に参加することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

各課題論文に対するショートエッセイと授業終了時に 5000 字程度のレポートの提出が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カルラ・リナルディ、2019、『レッジョ・エミリアと対話しながら』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-08432-6) 

上記テキストを各自で入手し、事前に読んでおくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4762823893) 

2. 石黒広昭、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

3. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130530880) 
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4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 (ISBN:978-4893471062) 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１８ 

(Seminars in Education J18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対するプロジェクトワーク 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、各自で問いを立ててプロジェクトワークを行い、研究報告書（12,000 字）を作成する。 

 

Each student will carry out project work and write a research report (12,000 characters), posing questions about human 

development and the learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習の過程に関する設定課題の中から受講者の興味関心に基づいて、研究課題を選択し、文献や実証調査に基

づいたグループプロジェクトワークを行う。ゼミの内外でゼミメンバーと調査検討することになる。研究完了時には研究成果報告

会が実施され、研究報告書が作成される。 

 

Students will choose a research topic based on their own interest of human development and learning processes. Students will 

then carry out group project work based on literature and practical research. Students will carry out research and study with 

the members inside and outside the seminar. When students complete their research, they will report their own research results 

and write final research reports. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献や資料の事前検討、調査準備、調査報告書の作成（学科統一課題として 12,000字の報告書）をする。レポート提

出前にゼミ研究成果報告会が開催される。ただし、健康上の特別な配慮が必要となるなどの場合には報告会が実施されないこと

もある。 

また、学外での学習支援、発達支援活動を紹介することがあるので希望者は積極的に参加することが望まれる。理論と実践の関

係を考えることができるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 
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2. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

3. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 (ISBN:978-4893471062) 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器を持ってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:4-7885-0777-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE187／特別支援教育の理論と方法 

(Special Needs Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための特別支援教育の理論と方法 

担当者名 

（Instructor） 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している発達障害や軽度知的障害をはじめとする様々な障害等により特別な支援を必要とする幼児、児童

及び生徒が授業において学習活動に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力を身に付けていくことができるよう、

幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら

組織的に対応していくために必要な知識や支援方法を理解する。 

 

This course aims to teach students about the development and learning processes of infants, pupils, and students with special 

needs. They will understand the relevant characteristics and learn how to support them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別支援教育の目標とテーマ、教育制度上の諸課題について概説した後、発達障害や軽度知的障害をはじめとした、特別な支

援を必要とする幼児、児童及び生徒の特徴についての理解を深め、その子たちに求められる指導のあり方を探究する。その後、

当該の子どもたちの置かれた地域、家庭状況等について検討し、その支援の方法、課題についての理解を深める。 

 

This course aims for students to acquire the necessary knowledge for understanding special needs education. Students become 

knowledgeable about what is needed in education to support children’s learning and development and also develop the basic 

awareness necessary for teachers. Moreover, students gain deeper understanding of children with special needs and the role of 

the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する特別支援教育の意義と課題 

2. 特別支援教育のための障がいの理解 

3. インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育の制度の理念と仕組み 

4. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の認知発達の特性 

5. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の情動発達の特徴 

6. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の社会性の発達の特徴 

7. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の学習上の困難 

8. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援 

9. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への個別指導 

10. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への教育支援 

11. 日本語の学習指導が必要な幼児、児童及び生徒への教育支援 

12. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の地域・家庭を含めた支援体制の構築 

13. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する指導者の課題 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連事項について講師から指示された文献を読み、自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2015、『現象学的身体論と特別支援教育: インクルーシブ社会の哲学的探究』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-

2887-4) 

2. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 
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3. 安藤瑞穂、2019、『ADHD のコーチング―実行機能へのアプローチ―』、図書文化社 (ISBN:978-4-8100-9741-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE188／総合的な学習の時間の理論と方法 

(The Period for Integrated Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度以降入学者のみ履修可 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的な学習の時間は、探求的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己

の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す。 

各教科などで育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を

探求する学びを実現するために、指導計画の作成および具体的な指導の仕方、ならびに学習活動の評価に関する知識・技能を

身に付ける。 

 

The Period for Integrated Studies develops qualities and abilities to better solve problems and think about one's own way of life 

through exploratory perspectives and ways of thinking and conducting cross-sectional and comprehensive study. It aims to 

create a teaching plan to comprehensively utilize the viewpoints and ways of thinking nurtured in each subject, to grasp a wide 

range of events from various angles, and to realize learning that explores issues in the real world and real life and to acquire 

knowledge and skills related to specific teaching methods and evaluation of learning activities. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付ける。 

総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

 

To understand the significance of the Period for Integrated Studies and the way of thinking when setting goals and contents at 

each school. 

To understand the concept of teaching planning for the Period for Integrated Studies, and acquire the basic abilities necessary 

to realize it. 

To understand the concept and practical points of instruction and evaluation of the Period for Integrated Studies. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：総合的な学習の時間とは何か 

2. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から①奈良女子大学付属小学校―― 

3. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から②伊那市立伊那小学校―― 

4. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から③和光小学校/きのくに子どもの村学園―― 

5. 総合的な学習の時間の理論――デューイ―― 

6. 総合的な学習の時間の理論――ヨーロッパの新教育運動―― 

7. 総合的な学習の時間の意義――教育課程において果たす役割―― 

8. 総合的な学習の時間の指導計画作成――年間指導計画①―― 

9. 総合的な学習の時間の指導計画作成――単元指導計画②―― 

10. 総合的な学習の時間の指導――探究的な学習の過程をどのように実践するか―― 

11. 総合的な学習の時間の評価 

12. わたしの総合的な学習の時間――発表・検討会―― 

13. わたしの総合的な学習の時間――発表・検討会―― 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目では、受講生自身で、総合的な学習の時間をデザインし、自分でそれを実践することを内容としているために、授業時間

外での作業時間・量は相当なものになることに留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE221／教育調査実習 １ 

(Survey and Field Study in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育心理学調査実習１ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトの学習過程を研究するための基本的な心理学的手法を習得し、調査論文の書き方を学ぶ。 

 

Students will acquire knowledge of basic psychological methods in order to research human learning processes, and will learn 

how to write survey papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常行為の観察と分析を通してヒトが無自覚的に行っている学習過程を明らかにする。はじめに模擬課題を行い、ある程度観察

と分析手法を理解したところで、各自の関心に基づいてテーマを決めた研究をはじめる。履修者数によってはグループワークとな

ることもある。コンピュータを利用した調査手法の基礎を体験し、調査レポートの作成手法についても学ぶことになる。 

 

Through consideration and analysis of everyday behaviors, students will understand people’s objective learning processes. At 

first, students will carry out model classes, and then they understand observation and research methods to a certain extent 

before choosing a topic based on their own interest and beginning research. It may be a group work, depending on the number 

of students. Students will experience the basics of computer-based research methods, and learn how to write an investigative 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育心理学調査実習の概要説明 

2. 行為分析（説明と研究計画） 

3. 行為分析（データ収集練習） 

4. 行為分析（データ分析練習） 

5. 行為分析（データ分析練習） 

6. 行為分析（レポート作成練習） 

7. 行為分析（自主課題設定ー問題と目的） 

8. 行為分析（データ収集） 

9. 行為分析（分析） 

10. 行為分析（分析） 

11. 行為分析 (結果をまとめる） 

12. 行為分析 (結果をまとめる） 

13. 行為分析 (プレゼンテーションの準備） 

14. 行為分析 (報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習をしたり、データ収集、データ分析をすることがあるので十分な学習時間を確保して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加（出席・報告・討議）(30%)/授業外での資料作成(データ収集と分析など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木正人・三嶋博之、2001、『アフォーダンスと行為 (身体とシステム)』、金子書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席が重視される。4 回以上の欠席の場合には評価対象とならない。また、遅刻は 2 回で 1 回の欠席となる。 

Blackboard 上でデータ分析やレポートの提出を行うので頻繁に確認すること。 
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初回は対面実施とし、以後は履修との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE222／教育調査実習 ２ 

(Survey and Field Study in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジュアルデータ分析 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジュアルデータをもちいた質的調査法について学ぶ。 

 

Students will learn Qualitative Survey Methods using visual data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれの社会にはビジュアルデータがあふれている。絵画、写真、映画、ビデオ、描画、図などさまざまな形態のデータから人

や社会を知るにはどうしたらよいのだろうか。この授業では、質的研究におけるビジュアルデータをもちいた調査法について学ぶ

ため、文献学習とそれに基づいた調査を行い、最終的に調査報告書を作成する。ビジュアルデータを利用した調査の基礎を体験

し、調査レポートの作成技法についても学ぶ。 

 

Our society is flooded with visual data. How do we know about our people and society from various forms of data such as 

pictures, photographs, films, videos, drawings and figures? In this class, in order to learn about investigative methods using 

research data for qualitative research, students will carry out literature learning and related investigations, then finally write a 

investigation report. Students will experience the basics of visual data-based research methods, and learn how to write an 

investigative report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 1 章 はじめに」)の報告と検討 

3. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 2 章 社会調査におけるビジュアルデータの位置ｰ概略史」)の報告と検

討 

4. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 3 章 ビジュアルなものを研究するさまざまなアプローチ」)の報告と検討 

5. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 4 章 ビジュアルデータを用いた手法とフィールド調査」)の報告と検討 

6. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 5 章 ビジュアルデータを用いた調査のプレゼンテーション」)の報告と検

討 

7. 文献(「質的研究におけるビジュアルデータの使用 6 章 結論ーイメージと社会調査」)の報告と検討及び独自調査のため

の補足 

8. ビジュアルデータをもちいた調査計画の検討 

9. ビジュアルデータをもちいた調査計画の検討 

10. 調査研究の進捗状況報告と検討 

11. 調査研究の進捗状況報告と検討 

12. 調査研究の進捗状況報告と検討 

13. 調査研究結果のショートプレゼンテーション 

14. 調査研究結果のショートプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習、データ収集、データ分析をすることになるので十分な学習時間を確保すること。教科書を予め入手し、事前に

読んでおくことが望ましい。授業開始後はグループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーショ

ンを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告と討議参加(30%)/調査資料提出(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業の最後に調査報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーカス・バンクス、2016、『質的研究におけるビジュアルデータの使用』、新曜社 (ISBN:978-4788514980) 
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参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 (ISBN:978-4788507777) 

2. フリック，U.、2016、『質的研究のデザイン』、新曜社 (ISBN:978-4788514744) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の指示に従ってその後の作業を行うため、出席が重視される。 

Blackboard 上で、授業のための課題指示、データ分析やレポートの提出を求めることがある。随時確認すること。 

グループあるいは個人によって資料を作り、パワーポイント等を使ったプレゼンテーションを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE223／教育調査実習 ３ａ 

(Survey and Field Study in Education 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポスト高度成長期の子育てネットワークとジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史の一次史料に触れて、それを豊かに解釈できる力をつける。 

 

Students will acquire the ability to interpret primary historical materials imaginatively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「保育園落ちた日本死ね」は 2016 年の流行語に選ばれた。匿名のブログのタイトルだったこのフレーズが流行語になった背景

には都市部での深刻な保育園の待機児童問題がある。だが、待機児童問題は現在に始まったことではない。高度成長期以降、

女性の社会進出は本格化し、さまざまな地域や職場で保育所づくりの運動が展開した。子どもを預ける場所に困ったさまざまな

女性たちが自発的に集まり、共同保育のサークルを立ち上げる場合も少なくなかった。子育てを軸にしたネットワーキングの経験

は同時代の女性たちを政治的社会化する契機ともなっており、その共同性は無縁社会とも言われる現在にあって再考に値する。 

 このゼミナールでは、ジェンダーに関する基本的な認識を獲得したのちに、1970 年代から 80年代にかけて千葉県松戸市で展

開した子育てサークルの回覧ノートを輪読する。回覧ノートには女性たちの子育ての悩みや夫婦関係の葛藤、職場での困難な

ど、子育てをしながら働く女性たちのさまざまな経験がつまっており、同時代のジェンダー規範とそれへの抵抗を具体的に理解す

る格好の一次資料である。 

 

"Failed all the day nurseries.  Japan must perish” was chosen as one of the buzzwords for 2016.  The phrase, which was the 

title of an anonymous blog entry, caught attention because of the serious problem of children not being accepted into day 

nurseries in urban areas.  However, the problem of "children in waiting" has already existed for a long time. 

In Japan since the period of high-growth economy, women's advancement into society has become more full-scale, and there 

have been campaigns to build daycare centers in various regions and workplaces.  Many women, who had trouble leaving their 

children, voluntarily gathered to set up a group for childcare.  Networking experiences centering on child-rearing have provided 

a good opportunity for women of gaining political interests, and the community they made is worthy of reconsideration in the 

present age, which is often referred to as a society without social ties. 

 In this seminar, after gaining a basic understanding of gender, we read an notebook which a parenting circle in Matsudo, Chiba 

Prefecture, in the 1970s through the '80s, had circulated.  This notebook contains various experiences of working women's 

worries about raising their children, conflicts between husband and wife, and difficulties at work, and is a suitable resource to 

concretely comprehend the contemporaneous gender norm and their resistance thereof. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：『てくてくノート』紹介と担当者決め 

2. 戦後日本の保育制度について 

3. 『ひばりニュース』の輪読① 

4. 『ひばりニュース』の輪読② 

5. 「てくてく勉強会」と私①ゲストスピーカーを予定 

6. 「てくてくノート』の輪読① 

7. 「てくてくノート』の輪読② 

8. 「てくてくノート』の輪読③ 

9. 『てくてくノート』の輪読④ 

10. 「てくてくノート』の輪読⑤ 

11. 「てくてく勉強会」と私②ゲストスピーカーを予定 

12. 「てくてくノート』の輪読⑥ 

13. 個人研究報告の発表① 

14. 個人研究報告の発表② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

子育てサークルの回覧ノートを輪読し、議論するという授業の性格上、毎週、資料を読み、疑問点や調べた点をレポートにまとめ

る課題が毎週出る。居住地の保育行政について調べて発表するなどの課題もある。予習する時間をしっかりと確保しておくこと。
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それなりハードであるから、安易な履修は禁物である。しかしながら、ジェンダーや子育て、保育問題に関心があり、貪欲に学び

たい学生にとっては得難い体験になるのではないかと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で複数回指示する調べ学習による提出物(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席回数 3 回を超えたものについてはただちに D 評価とする。遅刻 2 回で 1 回分の欠席とみなす。立教大学は公欠制度を認め

ていないことにも留意をされたい。安易な履修は禁物である。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林美希、2015、『ルポ 保育崩壊』、岩波新書 (ISBN:4004315425) 

2. 小林美希、2013、『ルポ 産ませない社会』、河出書房新書 (ISBN:4309246222) 

3. 猪熊弘子、2011、『死を招いた保育―ルポルタージュ上尾保育所事故の真相』、ひとなる書房 (ISBN:4894641682) 

4. 前田正子、2017、『保育園問題 - 待機児童、保育士不足、建設反対運動』、中公新書 (ISBN:412102429X) 

5. 中西新太郎、2009、『“生きづらさ”の時代の保育哲学 』、ひとなる書房 (ISBN:4894641348) 

6. 近藤幹生、2014、『保育とは何か』、岩波新書 (ISBN:4004315093) 

最終レポートでは上記の参考文献も積極的に活用して取り組んでほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE224／教育調査実習 ４ａ 

(Survey and Field Study in Education 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ミュージアム」を通してフィールド研究の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、学校との連携事業をしたり、今日的な社会課題に対応する動きをしたりするなど、ミュージアムの活動領域が広がってい

る。本授業では、こうした動向を踏まえながら、ミュージアムにおける学びの特質を調査研究したり、学芸員にインタビュー調査を

したりしながら、フィールド研究の基礎を学ぶ。 

 

In recent years, the scope of the museum's activities has expanded to include activities in cooperation with schools and 

activities to address today's social issues. In this class, students learn the basics of field research by studying the 

characteristics of learning at museums and conducting interviews with curators based on these trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1）導入として、ミュージアムと教育に関する文献をレポートする（文献は授業外に読んでおく）。 

2）実際にミュージアムを訪問し、自分の体感したことをレポートする。 

3）フィールド観察の基礎を実践的に学ぶ。 

4）学芸員にミュージアムと学校の連携について聞き取りを行う。 

5）グループ毎（場合によっては個人）に課題を設定し、ミュージアムをフィールドとした調査を行う。 

 

1)As an introduction, students report literature on museums and educaition. 

2)Students actually visit the museum and report what they experienced. 

3)Students learn the basics of field observation in practice. 

4)Students interview curators about the link between the museum and the school. 

5)Students set tasks for each group and conduct research in the museum. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ミュージアムとは何か 

2. フィールドを観察すること：「観察」とは何か？ 

3. 観察することと記録することのあいだ 

4. 『ミュージアム・エデュケーション』のレポート（1） 

5. 『ミュージアム・エデュケーション』のレポート（2） 

6. ミュージアムの事前体験レポート：事後に学芸員に送付 

7. アートを通した言語活動の充実：ワークショップで実際に体験しよう 

8. ゲストスピーカーによる講義・その 1 

9. 学芸員へのインタビュー調査とそのレポート 

10. 調査を踏まえた課題設定 

11. ゲスト・スピーカーによる講義・その 2 

12. フィールド調査の中間報告（1） 

13. フィールド調査の中間報告（2） 

14. 授業のまとめ：調査対象者へのフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読の授業ではないので、導入でレポートしてもらう文献は時間外に読んでおいてもらうことになる。授業では読後のレポー

トを提出してもらう。また、事前体験レポート、フィールド調査のために、授業時間外に実際にミュージアム（など）に足を運んでもら

うことになる。なお、グループ調査となる場合、グループでの課外活動、打ち合わせも入ってくる。これらを了解の上で受講された

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業時間中、事前事後の課題(50%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価。出欠の詳細は初回の授業で説明する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. ミヒャエル・パーモンティエ（眞壁宏幹訳）、2012、『ミュージアム・エデュケーション――感性と知性を拓く想起空間』、慶應義塾

大学出版会 (ISBN:9784766419672) 

授業中講読するテキストではなく、授業序盤で読後レポートを提出してもらうために授業時間外に読んでおいてもらうためのテキ

ストである。 

 

参考文献（Readings） 

1. 麻生武、2009、『「見る」と「書く」の出会い：フィールド観察学入門』、新曜社 (ISBN:9784788511767) 

2. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

3. 佐藤郁哉、2006、『フィールドワーク 増訂版』、新曜社 (ISBN:9784788510302) 

4. 奥野克巳ほか編、2018、『Lexicon 現代人類学』、以文社 (ISBN:9784753103447) 

5. 小笠原喜康、2015、『ハンズ・オン考：博物館教育認識論』、東京堂出版 (ISBN:9784490209198) 

本授業の終盤では、受講者自身にテーマ設定をしてもらい、調査研究を行ってもらう。自分の設定したテーマを調査するのにどう

いった方法が適切か、教員が助言しながら決めていくことになるが、その過程で適宜上記以外の参考文献も紹介する。特定の方

法論を指導するのではなく、どのように調べたらよいかを考えていくことを重視する授業である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE225／教育調査実習 ３ｂ 

(Survey and Field Study in Education 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リサーチの技法と教育問題 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生が、調査研究の基本を身につけ、実際に着手することができるようになること。じっくり楽しみながら研究ができるようにな

ることを目標としたい。 

 

Students will learn the basics of investigative research and be able to try it for themselves. The class goal is for students to 

enjoy themselves while becoming capable of carrying out research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）具体的手順をスモールステップ方式でシェアする 

（2）グループワークにより、実際に具体的な課題を決めてもらい小規模な調査を実施してもらう 

（3）調査という営みの社会的/倫理的側面について「想定読者」との関係や「調査対象」との関係を視野にいれた取り組みにする

べく随時リフレクションの機会を取り入れる 

 

(1) The specific procedures will be shared with students gradually in small steps. 

(2) Students will choose specific topics and carry out actual research on a small scale through group work. 

(3) The class will constantly provide students with as many opportunities as possible to reflect on their relationships to the 

assumed readers and research subjects regarding the social and ethical aspects of the research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教育問題の四類型〜グループ分けアクティビティ 

2. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その１） 

3. 問題関心を深化させる具体的手順の練習（その 2） 

4. 調査課題を設定する（その 1）《ブレストを中心に》 

5. 調査課題を設定する（その 2） 

6. 調査の実施について（その 1）《調査条件の確認》 

7. 調査の実施について（その 2） 

8. 調査の実施について（その 3） 

9. 成果をどう発表するか（その 1）《ブレストを中心に》 

10. 成果をどう発表するか（その 2） 

11. 成果発表（その 1） 

12. 成果発表（その 2） 

13. 成果発表（その 3） 

14. 成果発表（その 4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループワークが基本となるため、課題に即して細かな連絡調整および内容に関わる議論を進めてもらいたい。ワークの進捗状

況を報告するワークシートは一人ひとりが記入するが、グループ単位に毎回回収、次週冒頭に返却する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクショペーパー(50%)/グループワーク(成果発表)(50%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ウェイン・C.ブース他、2018、『リサーチの技法』、ソシム 

その他必要に応じて紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習授業におけるあらゆるコミュニケーションは、ポジティブ・フィードバックが基本です。そのおつもりでいてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE226／教育調査実習 ４ｂ 

(Survey and Field Study in Education 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を変える市民の活動と学び 

担当者名 

（Instructor） 
桔川 純子(KIKKAWA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題に取り組む市民の活動を調査し、現場での実践から市民がどのよう経験を重ねながら「学び」を深めていくのかを考察

し、分析していく手法を身につける。また、海外の事例なども通じて、グローバルな視点からも思考できるような力を身につける。 

 

Students will research civic actions around social issues, deepen their understanding of learning, and become proficient in 

analytical methods while gaining practical experience from citizens on the scene. Also, students will become able to consider 

these issues from a global perspective, not only looking at Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学びの実践は、学校以外の「場」でもさまざまな形で存在する。日本では、1998 年の特定非営利活動促進法の施行を契機に、現

在では全国でさまざまなな NPO活動が広がっている。 

本講義では、持続可能な社会や地域づくりを目指した日本や海外の実践を調査し、そのなかからどのような教育的経験を積み重

ねていけるのかについて分析する。まず、市民活動についての概要を理解し、そのうえで、各自の関心に沿いながら、具体的な

事例を調査して考察していく。 

授業では、受講者が各自が調査し、発表して全員で共有、検討するという進め方をしていく。 

また、ゲストスピーカーをお招きし、実践についてのお話を伺う予定である。 

 

For learning practice, there are also various places for learning off campus. Numerous activities spread across Japan today 

resulted from the implementation of the 1998 Act to Promote Specified Nonprofit Activities. 

In this lecture, students will research Japanese and overseas applications for creating sustainable societies and communities, 

and among those analyze which educational experiences would be acquired in common. First, students will understand the 

overview of civic activities, and from there, while following their interests, research and consider specific case studies. In class, 

students will conduct their own research and present it. Then all students will share and consider their ideas. 

Inviting a guest speaker and am going to listen to a story about the activities 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業の内容、進め方、評価の仕方について説明等。 

2. 市民活動、市民運動とは 

3. 立教大学共生社会研究センターの見学  

4. 住んでいる自治体について調べてみる 

5. ゲストスピーカーによる講義 

6. 日本の事例について調べて調査・発表① 

7. ゲストスピーカーによる講義 

8. 日本の事例について：調査・発表② 

9. ゲストスピーカーによる講義 

10. 世界の事例について：調査・発表① 

11. 世界の事例について：調査・発表② 

12. 日本と海外の状況について考察① 

13. 日本と海外の状況について② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自で調査し、その内容について発表する時間が多いので、調査、発表準備などの授業時間以外の学習が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（発言、発表など）(30%)/発表の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤一子、2004、『NPOの教育力―生涯学習と市民的公共性』、東京大学出版会 (ISBN:4130513095) 

2. レスリー・R・クラッチフィールド他、2012、『世界を変える偉大な NPO の条件――圧倒的な影響力を発揮している組織が実践

する 6 つの原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478007284) 

3. 延藤安弘、2013、『まち再生の術語集』、岩波書店 (ISBN:4004314186) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイント、映像資料などを適宜活用する。 

・アクティブラーニングを取り入れ、実習を適宜行うので、積極的な受講態度が期待される。 

・受講者の人数などによって、形式、内容などについては変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE251／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE253／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE255／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE256／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE257／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE258／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 
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最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE259／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

Individually or in groups, students will take one theme and while receiving instruction and advice from the instructing professor, 

conduct their own research and write a report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

This is a class where students get credits for their independent research activities. The following activities are eligible. 

 

1. Regional activities as well as activities in welfare, cultural and educational facilities and organizations within and off campus. 

2. Activities that let students pursue a deeper understanding of class and seminar topics they have undertaken. 

 

Students will proceed with the activities while receiving instruction and advice from the instructor. Students must constantly 

keep the instructor informed. 

Also, activities are expected to take roughly half a year. In cases of summer vacation or other vacation periods or when a 

student wants to temporarily stop an activity and then resume, etc., activities that do not line up with the period of classes are 

permitted. Students are not required to do the activities individually and may also do them in groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 



 

 - 541 - 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE301／情報教育論 

(IT and Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育社会と情報・メディア 

担当者名 

（Instructor） 
大多和 直樹(OTAWA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのかについて説明できる 

・学校教育とメディアについて歴史を含めて説明できる 

・デジタルメディアが子ども／若者の生活世界に与える影響について説明できる。 

・情報社会(消費社会)と学校社会の関係について説明できる 

・AI とどう付き合うか、について考えを深める 

 

The objects of this class are as follows. 

・We can explain what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education. 

・We can explain school education and the media including a history 

・We can explain the influence that digital media gives in the life of child/youth. 

・We can explain relations of information society (consumer society) and  the school society. 

・We deepen a thought how you go out with AI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本授業の情報教育論とは、ICTを授業等でどう利用するか、といった狭い範囲のものではない。 

 ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのか、そのことを一人一人がどのように考えて

いくのか、について扱っていく。 

 授業内容の柱は、以下の通り。 

 ・学校教育とメディア 

 ・子ども／若者の生活世界とデジタルメディア 

 ・情報社会(消費社会)と学校社会 

 ・AI とどう付き合うか 

 

The media study of education in this class is not the thing of the small range that how uses ICT by classes. 

 We treat it what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education and it how each 

one thinks about it. 

 The subjects of class contents are as follows. 

 ・School education and the media 

 ・Life of child/youth and digital media  

 ・Information society (consumer society) and school society 

 ・How do you go out with AI? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：教育社会と情報・メディアの見取り図 

2. ＜学校教育とメディア＞ 

(1)古いニューメディアとしての鉛筆とノート 

3. (2)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[授業] 

4. (3)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[学校システム] 

5. (4)学校における情報政策を読む 

6. (5)新しい学校教育で育てるべきものは何か 

7. ＜子ども／若者の生活世界とデジタルメディア＞ 

(1)デジタルネイティブの生活誌 

8. (2)日本社会は映像メディアをどのように受容してきたか 

9. (3)悪影響論を考える 

10. ＜情報社会と学校社会＞ 

(1)情報社会と学校社会の相容れない文化 

11. (2)消費文化を考える 

12. ＜ＡＩとどう付き合うか＞ 
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(1)ＡＩとは何か 

13. (2)ＡＩ時代の人間の生き方を考える 

14. まとめ：情報・メディアのインパクトをどう考えるのか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付資料を読んでいることを前提に授業を進めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー含む授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考図書は用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE302／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己理解と他者理解を深めながら多角的な視点で物事を捉える 

担当者名 

（Instructor） 
角南 なおみ(SUNAMI NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なカウンセリング理論の概要を学ぶ過程でワークに取り組みながら，自己理解と他者理解を深め多角的な視点で物事を捉

えることを目標とする。 

 

Aiming to take things from various perspectives, students will gain a deeper understanding of themselves and others through an 

overview of counseling using active learning techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法をロールプレイや事例を通して，自己理解と他者理解を深めながら実践的に学

ぶ。また、各内容についてグループディスカッション（体験型学習）を通して気づきと思考を深める。毎回の授業でリアクションペー

パーに記入し、それらを学期の後半に提出する二つのレポート作成につなげる。カウンセリングは正解のない問いの探求とも言

え，聴くことが何より重要となる。授業では，自身で考えたことを言葉にすることで思考を整理し，同時に他者の意見から学ぶ姿勢

を重視する。 

 

Students will learn an overview of counseling theories and basic techniques through role-plays and case studies to deepen their 

understanding of themselves and others. In addition, students will deepen their awareness and thinking through group 

discussions (experiential learning) on each topic. Students will fill out reaction papers in each class, which will be used to write 

two reports to be submitted later in the semester. Counseling can be described as an exploration of questions that have no 

right answers, and listening is of utmost importance. In the class, students emphasize the importance of organizing one's 

thoughts by putting them into words, and at the same time learning from the opinions of others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは？ 

2. 自己理解と他者理解 

3. 聴くことと伝えること 

4. 乳幼児の発達環境と関わり 

5. 子どもの悩みと関わり 

6. 青年期・老年期の悩みと関わり 

7. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(1) 

8. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(2) 

9. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(3) 

10. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(4) 

11. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(5) 

12. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(6) 

小レポート：①関心を持ったカウンセリングの概要とその理由，②カウンセリングの考え方が生かせる場面 

13. 事例検討（1）地域臨床 

14. 事例検討（2）学校臨床 

最終レポート：①事例検討を通して感じたこと・考えたこと，②自身がカウンセリングを行う立場になった場合に大切にしたい

こと，③本授業における学び 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示）  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点（リアクションペーパー）(42%)/最終レポート(Final Report)(35%)/小レポート(23%) 

欠席４回以上の場合は、成績評価の対象としない。 出席はリアクションペーパーにて行う。体験型学習が中心となるため，授業

に出席しワークシートやロールプレイング，ディスカッションにより理解と思考を深めることを重視する。グループワークの進行状
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況により、授業の予定が多少前後する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 角南なおみ、2020、『教育相談（やさしく学ぶ教職課程）』、学文社 (ISBN:4762029734) 

2. 遠藤利彦、2017、『赤ちゃんの発達とアタッチメント』、ひとなる書房 (ISBN:4894642476) 

3. 鷲田清一、1999、『「聴く」ことの力: 臨床哲学試論』、阪急コミュニケーションズ (ISBN:4484992035) 

4. 村瀬嘉代子、2009、『子どもと大人の心の架け橋―心理療法の原則と過程』、金剛出版 (ISBN:4772410872) 

5. 河合隼雄、2008、『河合隼雄の“こころ”―教えることは寄り添うこと』、小学館 (ISBN:4098373793) 

6. 斎藤環、2015、『オープンダイアログとは何か』、医学書院 (ISBN:4260024035) 

7. 伊藤絵美、2008、『事例で学ぶ認知行動療法』、誠信書房 (ISBN:4414400465) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• ワークシートやグループワーク（２-４人程度：ロールプレイング、ディスカッション）による体験型学習を行い，気づきと思考を深

める。 

• 講義はパワーポイントを主体として進める。毎回の講義は Blackboard にも掲示する。初回から段階的に学習を深め，また小レ

ポートと最終レポート作成のためにも、欠席した講義は Blackboardを確認してから参加することを推奨する。 

• リアクションペーパーについては次回以降の授業に取り上げ，前回授業の振り返りとともに多角的な視点を取得する手立てとし

て，学生の意見を講義に反映する。  

・全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE303／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども観と幼児教育 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子ども観の歴史的な変遷、およびその子ども観との関わりで保育・幼児教育がどのようなあり方をしてきたかを理解するとともに、

これからの保育・幼児教育のあり方について考察する。 

 

Students will understand the historical changes in the views of children and how child care and early childhood education have 

evolved in relation to this views, and consider the future of child care and early childhood education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

保育・幼児教育について、歴史資料、実践記録、ビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider child care and early childhood education using historical documents, practical written records and video 

records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・この授業について 

2. 子どもの発見と保育・幼児教育 

3. 幼稚園とはどのような場所か 

4. 保育所とはどのような場所か 

5. 就学前学校とはどのような場所か 

6. 子ども観と教育観 

7. 子どもの権利と乳幼児 

8. 幼児教育のグローバル・ガバナンス 

9. 保育・幼児教育の評価 

10. レッジョ・エミリアの幼児教育 

11. ドキュメンテーションと保育記録１ 

12. ドキュメンテーションと保育記録２ 

13. レッジョ・インスピレーション 

14. まとめ・公教育としての保育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了後にリアクション・ペーパーを書いて立教時間で提出する。 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福元真由美ほか、2017、『はじめての子ども教育原理』、有斐閣 (ISBN:4641150362) 

2. 汐見稔幸・大豆生田啓友・武藤隆編、2019、『保育原理（アクティベート保育学）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623084337) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE304／比較教育学 １ 

(Comparative Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

Students will be introduced to the concept of comparative pedagogy, its significance and the current situation of the field. And 

when considering and discussing educational issues and educational policies, by looking at educational experiences of other 

countries, students can shine new light on their understandings. Also, by looking at results of comparative pedagogy, regarding 

other countries and regions, students should aim for a deeper understanding of not only education but also society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較教育学の理論・方法・歴史を概観するとともに，現状と課題を紹介する。ついで，比較教育学の主要な成果を具体的に紹介

していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本講義では特に欧米

の、いわゆる先進諸国に重点をおく予定である。 

 

Along with an overview of comparative pedagogical theories, methods and histories, students will be introduced to the current 

situation and relevant issues. Students will be introduced to the main results of comparative pedagogy in specific detail. The 

educational methods and various relevant issues of different countries and regions will be eligible for research, but various 

countries with advanced economies in Europe and the Americas will be emphasized during the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学研究の歴史１ 

4. 比較教育学研究の歴史２ 

5. 比較教育学の理論と方法 

6. 日本の比較教育学研究１ 

7. 日本の比較教育学研究２ 

8. 欧米諸国 

9. 欧米諸国 2 

10. 欧米諸国 3 

11. 欧米諸国 4 

12. 欧米諸国 5 

13. 欧米諸国 6 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE305／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学とイスラーム 

担当者名 

（Instructor） 
中田 有紀(NAKATA YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か、その意義や現状について、東南アジアのイスラーム世界における教育を通して考えていく。教育問題や教

育政策を考察・議論するときには、他国の経験から学ぶべきことは多い。この授業では、イスラーム世界の教育の現状とともに、

社会や文化への理解も深めながら、さまざまな教育問題について考えることを目標とする。  

 

In this course, students will consider what comparative education is, its significance and current situation through education in 

the Islamic world of Southeast Asia. When considering and discussing educational issues and policies, there is much to be 

learned from the experiences of other countries. The purpose of this class is to consider various educational issues by 

deepening our understanding of society, culture, and education in the Islamic world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、主として東南アジアの教育（特にジェンダー、イスラームと教育について）に関する研究成果を紹介するとともに、

それらに関連する歴史や各国の現状について解説していく。 

 

This course will introduce the results of research on gender, Islam, and education in Southeast Asia, and explain the history 

related to these issues and the current situation in each country. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 比較教育学とは何か 

2. 比較教育学とイスラーム教育研究 

3. 植民地時代と近代教育 

4. イスラーム世界の女子教育 歴史１ 

5. イスラーム世界の女子教育 歴史２ 

6. 前半のまとめ  

7. 現代のイスラーム教育  近年の傾向１ 

8. 現代のイスラーム教育  近年の傾向２ 

9. ムスリムの教育とジェンダー１  

10. ムスリムの教育とジェンダー２ 

11. 学校教育とノンフォーマル教育１ 

12. 学校教育とノンフォーマル教育２ 

13. 学校教育とノンフォーマル教育３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書および授業時に紹介する参考文献は、事前、事後学習でよく読むこと。 

Blackboard を随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長沢栄治、服部美奈、小林寧子、2020、『イスラーム・ジェンダー・スタディーズ３ 教育とエンパワーメント』、明石書店 

(ISBN:978-4-7503-5139-1) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に参考文献を随時紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義内容や計画の順番は、最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。  

 

注意事項（Notice） 
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■AE306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE306／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸教育思想史概説 

担当者名 

（Instructor） 
山本 正身(YAMAMOTO MASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代における教育思想史の全体的動向を捕捉する。 

 

The purpose of this lecture is to help students understand the historical development of educational thought in the Edo period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代の教育思想史を、①江戸初期から享保期、②享保期から寛政期、③寛政期から天保期、④天保期以後、の四つの時期

に区分しながら、その主要動向を概説する。 

 

The content of this lecture is to outline the main trends in the history of educational thought in the Edo period, divided it into 

four periods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近世教育思想史研究の方法論 

2. 藤原惺窩・林羅山・山崎闇斎―江戸初期朱子学の教育思想― 

3. 中江藤樹の教育思想―江戸儒学における陽明学的思惟とその教育思想― 

4. 貝原益軒の教育思想 

5. 伊藤仁斎の教育思想 

6. 荻生徂徠の教育思想 

7. 細井平洲の教育思想―折衷派儒学の教育思想― 

8. 懐徳堂儒学と教育思想 

9. 石門心学の教育思想 

10. 復古国学の教育思想 

11. 朱子学正学派の教育思想 

12. 後期水戸学とその教育思想 

13. 日本教育思想史における「近世」と「近代」 

14. 講義の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習とも 90 分程度の学習を求めます。学習の要件については講義の中でお示しします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクション・コメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに使用しません。講義内容に関わる文献は、授業の中で適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本正身、2010 年、『仁斎学の教育思想史的研究』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766417777) 

2. 山本正身、2015 年、『伊藤仁斎の思想世界』、慶應義塾大学三田哲学会 (ISBN:9784766422757) 

3. 辻本雅史、1990 年、『近世教育思想史の研究』、思文閣出版 (ISBN:4784205829) 

4. 辻本雅史、2011 年、『思想と教育のメディア史』、ぺりかん社 (ISBN:9784831512901) 

5. 沖田行司、2011 年、『藩校・私塾の思想と教育』、ベースボールマガジン社 (ISBN:9784583104041) 

6. 沖田行司（編）、2015 年、『人物で見る日本の教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623074020) 

7. 前田勉、2016 年、『江戸教育思想史研究』、思文閣出版 (ISBN:9784784218660) 

その他の文献についても、授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE307／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。  

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, in educational settings and at 

philosophical cafes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。  

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues facilitated by the method of “Philosophy for 

Children,” and through accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of 

philosophical dialogues with these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a 

major role. Students should be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話かについてのレクチャーのあと、哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテー

ションを行う）  

2. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

(1) 授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。  

(2) 最終論述の提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業各回のワークシート(80%)/最終論述(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 
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3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN:9784309247014) 

4. 河野哲也 編、2020、『ゼロからはじめる哲学対話：哲学プラクティス・ハンドブック』、ひつじ書房 (ISBN:4823410327) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE308／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を組み直す思想と実践 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育、生涯学習に関する基本的な知識や見方を身につける。 

②人びとの学びとその機会を保障するためのさまざまな営みに関心をもち、教育が人間形成にもつ意味を広く深く考えられるよう

になる。 

③自らが社会教育や生涯学習を実践する立場にあることを自覚する。 

 

(1) Students will get the basic knowledge and approaches related to community education and lifelong learning. 

(2) Students will take an interest in the education people receive and in the various activities that guarantee people the 

opportunity for education. Students will be able to think broadly and deeply about the meaning of character-building in 

education. 

(3) Students will be aware of themselves as responsible individuals to practice community education and lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のなかで行われている人びとの学びとその機会を保障するための営みについて、さまざまな角度から考察する。制度的な取

組みのみならず、むしろそこからはみ出た形で必要となる学びを可能にするための取組みに注目したい。具体例を取り上げ検討

していく形をとるが、単なる知識や情報として受けとめるのではなく、なぜそうした機会や取組みが必要なのかを社会的な文脈の

なかで考え、自分との関わりも意識して、人びとの生涯にわたる学びの意味やそれを支えることの必要性に気づいてほしい。 

 

Students will consider, from various angles, the activities as individual lifelong learning and social support for it. The class will 

draw students’ attention not only to institutional initiatives, but also to the efforts to make learning possible out of those 

institutional initiatives. Students will consider specific examples to get an overall understanding. Students will not only take in 

knowledge and information, but also think about why such educational opportunities and efforts are necessary in a social 

context, and be aware of their own relationship to these efforts, and recognize the necessity of supporting lifelong learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：大串隆吉「社会教育における社会と教育」『社会教育入門』を中心に 

2. 戦後社会と社会教育①：戦中・戦後の経験と「自己教育」の思想、鶴見俊輔『教育再定義への試み』を中心に 

3. 戦後社会と社会教育②：市民民主主義の思想、公と私の政治学、間宮陽介『丸山眞男』、寺島俊穂『現代政治とシティズン

シップ』などを参照して 

4. 戦後社会と社会教育③：9 条俳句訴訟と学習権の思想、佐藤一子『「学びの公共空間」としての公民館』から 

5. 戦後社会と社会教育④：1950 年代の社会教育と主体形成、婦人学級、生活記録運動、母の歴史 

6. 高度成長期の社会教育と主体形成①：大阪府枚方市香里団地の市民運動を事例に 

7. 高度成長期の社会教育と主体形成②：伊藤雅子と国立公民館保育の経験 

8. 高度成長期の社会教育と主体形成③：生活クラブ生協、生活者運動の思想と経験 

9. 高度成長期の社会教育と主体形成④：小田実とベ平連の思想と経験、平和運動と社会教育 

10. 新自由主義時代の社会教育と主体形成①：格差と貧困に抗して地域をネットワーキングする子ども食堂（ゲストスピーカー

を予定） 

11. 新自由主義時代の社会教育と主体形成②：子どもの放課後の居場所、学童保育の貧困と課題 

12. 新自由主義時代の社会教育と主体形成③：地域スポーツ・部活動 

13. 新自由主義時代の社会教育と主体形成④：PTA・家庭教育 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を活用し、事前に読んでもらいたい資料を配布する。それについて考えを述べる予習課題を提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート課題(30%)/レスポンスシート(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 千野陽一 （監修） 社会教育推進全国協議会（編集）、2015、『現代日本の社会教育 増補版』、エイデル研究所 (ISBN:978-

4871685689) 

本授業の内容を整理し、理解を深めるためにも本テキストは必読・必携である。 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の関心や希望に応じて授業計画を変更する場合がある。 

社会教育は学校教育以外の領域で展開している教育を扱う。生涯学習は学齢期に限らず、人間は学び続けるという人間像を前

提としている。教育という営みを学校教育に矮小化せず、人間形成の問題を社会との接点において広く捉えることができるように

なるためにも、積極的に受講して欲しい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE309／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びを創り、批評することの意味を考える 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 和久(FUJIMOTO KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教育学科初等専攻以外の学生対象。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領をもとに各学校・各教室において教師がその専門性を発揮しながらカリキュラムをデザインしていくための諸概念

や方法を歴史的・現代的に学び、さらにはカリキュラム・マネジメントを行うための枠組みも理解する。 

 

Based on our official course of study, we can create and design many kinds of curriculum styles and actual class 

implementations as professional practitioners. For the objectives, we will discuss some concepts of curriculum planning and 

designing historically and currently including the theory of curriculum management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずはカリキュラム改革の歴史を内外に学びながら、日本において学習指導要領などが果たしてきた教育課程編成の諸機能を

概説するとともに、カリキュラム編成のための基本的な枠組みを多角的に解説する。ついで、教科の再編や教科間の横断、発達

に応じたカリキュラムの縦断的編成、さらには総合的な学習の時間や特別活動など教科学習と有機的な関連を持たせようとする

カリキュラムなどを多様に紹介し、その知見を共有する。「計画としてのカリキュラム」と「実施・経験されたカリキュラム」へとその

見方を拡張させ、子どもの学びへの着目と教師の専門的な学びに関する新たなカリキュラム論を検討しながら、カリキュラム・マ

ネジメントや教師たちによる授業研究実践の試みにその意義を見出していく。 

 

First, we will discuss the history of official courses of study which have been issued since WWII and learn the functions deeply. 

In that process, we learn a lot of basic terms and ideas in this field. Second, we'll discuss some styles of curriculum making and 

introduce some implementations. Third, we will learn the ideas of active learning, classifying the three-level categories such as 

curriculum as planning, executed curriculum, and experienced curriculum. We will mention the theory of curriculum management, 

and lesson study process among teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「計画されたカリキュラム」と「経験されたカリキュラム」の両面性 

2. 学習指導要領とは何か―その位置づけと意義 

3. 学習指導要領の変遷（１）―戦後新教育から教育内容の現代化とその見直しまで 

4. 学習指導要領の変遷（２）―「生きる力」の強調から学力向上施策に至るまで 

5. 最新の学習指導要領の意義と実践への示唆 

6. カリキュラム編成をめぐる基本概念（１）―「領域論」と「機能論」、領域横断カリキュラムや総合的な学習の時間・特別活動

の展開 

7. カリキュラム編成をめぐる基本概念（２）―排列・配列・選択をめぐる原理、履修の原則 

8. カリキュラム編成をめぐる基本概念（３）―目標・評価論、PDCAサイクルとカリキュラム・マネジメント 

9. カリキュラム編成をめぐる基本概念（４）―カリキュラムの基礎となる「生活」・「地域」概念の検討 

10. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（１）―「羅生門アプローチ」の衝撃と子ども観の諸相 

11. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（２）―構成主義的学力観 

12. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（３）―「学びの共同体」論とその実践のインパクト 

13. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（４）―「かくれたカリキュラム」の検討 

14. カリキュラム・デザインと教師の専門性―「校内授業研究」の果たす役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育実践にかかわる文献（教育雑誌や学術誌など）を毎週 1 本以上読み込み、講義で取り扱った理論的概念や枠組みとどう整

合するのかを追究する（文献は講義にて指示・配布される場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最新の学習指導要領とその解説（とりわけ総則）（文部科学省 HPよりダウンロード可能） 
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参考文献（Readings） 

1. 石井英真、2021、『流行に踊る日本の教育』、東洋館出版社 

2. 金馬国晴、2019、『カリキュラム・マネジメントと教育課程』、学文社 

3. 鹿毛雅治・藤本和久、2017、『「授業研究」を創る』、教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE310／国際教育論 

(Global Education) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 瑛莉(YAMAZAKI ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、国際関係や地域間関係、グローバル化する社会に教育にどのような影響を及ぼしているか、また、教育はどのような

役割を担うかについて、明らかにすることを目標とする。特に、持続可能な開発（Sustainable Development）を前提とした国際協力

や教育開発における教育の役割や目的について、関連する論点を整理しながら議論し、理解する。 

 

本講義を通して、次の目標を達成することが期待される； 

1）国際教育学の基礎的知識を習得する 

2）持続可能な開発と教育について、多角的な視点で捉える 

3）事例をもとに、他領域の学問との連携した問題設定を行うことができる 

 

The objective of this course is to clarify what impact education has on international and regional relations, on a globalizing 

society, and on what role education can play. In particular, discuss and understand the role and purpose of education in 

international cooperation and education development on the premise of sustainable development, while organizing related issues. 

 

The following goals are expected to be achieved through this lecture: 

1) Acquire basic knowledge of international pedagogy 

2) Capture sustainable development and education from multiple perspectives 

3) Based on examples, it is possible to set problems in cooperation with academics in other fields 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、持続可能な開発・社会づくりの視点から多面的に捉えることで、教育分野の諸問題のみならず他分野との連携した

課題設定、学際的視点をもつ力を養う。 

 

また、事例にはアフリカ地域を中心に取り上げていきたい。国際関係やグローバル社会において欠かすことのできない地域であ

る。さらに、私たちが「持続可能性」を考えるうえで、学ぶべきことや魅力の宝庫である。生き生きとしたアフリカ社会・文化にも触

れながら、教育が社会形成や未来づくりにどのような影響や役割を持つか考えていきたい。 

 

多面的な視点は多くの対話や議論を通して得られるものである。そのため、本講義ではディスカッションやワークショップなど、受

講生自身が活動する機会を積極的に設ける予定である。 

 

The examples in this lecture focus on the African region. By understanding the current state of contemporary African societies 

from multiple perspectives, from the perspective of sustainable development and social development, we will develop not only 

various issues in the education field but also issues in cooperation with other fields and develop the ability to have an 

interdisciplinary perspective. 

 

Africa is an indispensable region in international relations and the global community. Furthermore, it is a treasure trove of things 

to learn and attractive in considering "sustainability". While touching on lively African societies and cultures, this course would 

like to consider the impact and role of education on social formation and future creation. 

 

A multifaceted perspective is gained through many dialogues and discussions. For this reason, in this lecture, we plan to actively 

provide opportunities for students to participate in activities such as discussions and workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の目的 

2. 国際教育学とは： 

教育学における位置づけ・歴史的背景 

3. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（１）： 

被植民地化と教育 

4. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（２）： 

独立・近代国家形成と教育 
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5. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（３）： 

国際協力・教育開発 

6. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（４）： 

開発教育・持続可能な開発のための教育 

7. 持続可能な開発と教育（１） 

開発とは何か 

8. 持続可能な開発と教育（２） 

持続可能性とは何か 

9. 持続可能な開発と教育（３） 

アフリカにおける持続可能な開発と教育 

10. グローバル社会と教育（１）言語・宗教 

主な事例：カメルーン 

11. グローバル社会と教育（２）環境・衛生 

主な事例：エチオピア 

12. 現代アフリカ社会と教育（３）人権・多文化 

主な事例：南アフリカ 

13. 現代アフリカ社会と教育（４）国民統合 

主な事例：ガーナ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示する資料に目を通し、自分なりの考えを深めるとともに、日々の事象のなかで教育の意義や役割について考察す

るよう努めてください。また、本講義はディスカッションやグループワークを行うため、積極的な参加を求めます。議論に主体的に

取り組めるよう、事前事後の準備や復習もおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定せず、講義内で参考資料等を提示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石附実、1998、『比較・国際教育学』、東信堂 

2. 田中治彦/三宅隆史/湯本浩之編、2016、『SDGs と開発教育：持続可能な開発目標のための学び』、学文社 

3. 蟹江憲史編、2017、『持続可能な開発目標とは何か』、ミネルヴァ書房 

4. 澤村信英、2007、『アフリカの教育開発と国際協力』、明石書店 

上記以外にも授業内にて、参考文献や資料等を提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE311／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
岩松 真紀(IWAMATSU MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「環境教育論」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境を守るとはどういうことか、環境教育とは何か。私たちの暮らしや経済をめぐる問題までの視野を持って環境教育を議論でき

るようになることを目標とします。 

 

What does it mean to protect the environment and what is environmental education? Students will develop perspectives on 

issues involving our lifestyles and economies, with the goal of becoming able to discuss environmental education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内に限らず地球的規模で環境破壊が進み，どのような持続可能な社会をどうやって実現するのかが問われ、そのための

教育が求められています。環境教育について、その方法も含めてグループワークなどを取り入れながら学んでいきます。  

 

Environmental destruction is progressing not only in Japan but also on a global scale, so what kind of sustainable society can be 

created and how? Education regarding these issues is needed. 

Group work will be incorporated so that students will learn about environmental education and its processes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境教育が提唱されてきた背景 

3. 環境教育とは何か（１） 

4. 環境教育とは何か（２） 

5. 環境教育とは何か（３） 

6. 子どもと環境教育 

7. 自然体験と環境教育 

8. 公害と環境教育（１） 

9. 公害と環境教育（２） 

10. 公害と環境教育（３） 

11. 食と農と環境教育 

12. 自然災害と環境教育 

13. 環境教育と地域づくり 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布した資料を使用し、事前事後学習に取組んでください。さらに参考文献を必要に応じ提示しますので、興味のあるもの

を授業の前後に読み理解を深めてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や授業で課せられる課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会編、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:9784316803159) 

2. 朝日新聞科学医療グループ編、2011、『やさしい環境教室 環境問題を知ろう』、勁草書房 (ISBN:9784326653652) 

3. 朝岡幸彦編著、2016、『入門 新しい環境教育の実践』、筑波書房 (ISBN:9784811904900) 

4. 阿部治・野田恵編著、2019、『知る・わかる・伝える SDGs Ⅰ 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生』、学文社 
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(ISBN:9784762029233) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち 1～２回程度対面実施、それ以外はライブ参加型オンラインで行なう予定です。 

受講者数や受講者の関心等にそうかたちで授業計画を一部変更する可能性があります。グループワークやグループでの話し合

いを行います。その際は積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と表現 

(Artistic Expression in Education) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 良平(KONDOU RYOUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 60 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「表現」は，人間にとって必要不可欠な一要素である。その中でも，最もプリミティブな「身体」から発せられる表現について学ぶ。  

 

“Expression” is an indispensable part of being human. Students will learn about the most primitive type of expression, body 

language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教わる」事と「教える」事は自己表現のためには必要な感覚である。この授業では，ノンバーバルな視点から「からだ」の気づき，

「からだ」の持つ力を共に考え，「表現する」事がいかに大切であるかを模索していきたい。「からだ」の行為という視点で授業をす

すめて行きます。  

 

The awareness that teaching and being taught are necessary for self-expression. In this class, students will strive to 

understand how important expression is from a non-verbal viewpoint, as well as noticing the body and thinking about how much 

power it has. Class will proceed with an emphasis on the physical actions of the body.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. からだの役割，大きさを学ぶ    

2. ストレッチなど，からだをほぐすという事  

3. からだ気づきの視点から   

4. ２人組による動き 

5. 集団による動き   

6. 相手に伝えるという事 

7. ノンバーバルコミュニケーションの試み 

8. 枠にとらわれない動き  

9. 空間の大きさを知る   

10. 言葉と動き  

11. 動きを観る，評価する   

12. 動きを創作する「振り付け」という事 

13. パフォーマンスを考える 

14. 自己表現，発表   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常の「動き」を観察する  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(70%)/発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献 近藤良平著『からだと心の対話術』（河出書房新社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE313／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表現行為と人間の変容 

担当者名 

（Instructor） 
花崎 摂(HANASAKI SETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用演劇を中心とする表現と人間の関係について考察する。演劇において、表現することと表現を受け止めることは不可分で、

表現することを通じて自己認識と他者認識を深めることができる。自己を肯定し、また他者を肯定することを可能にするベースと

なる身体の感覚をひらき、他者との関係を深く考察することを目指す。 

 

We will consider the relationship between human beings and the act of expression in applied drama/theater. In theater, 

expression is inseparable from accepting the expression of others, and through theater activities, you can deepen your self-

awareness and your understanding of others. We aim to foster the physical sensitivities that underlie self-acceptance and 

acceptance of others, and to ponder our relationships with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用演劇は、近代における芸術表現としての演劇を拡張し、演劇が本来持っている教育的機能や回復、再生の機能などに再度

注目し、その思想と方法を蓄積してきている。過度な緊張を伴わずに誰もが自らの感じていることや考えを表現しうるように工夫

されたシアターゲームなどをワークショップ形式で経験しながら、表現行為の持つ可能性とそれを可能にする条件について考察

する。 

 

Applied theater has refocused its functions of education, encouragement and  recovery that theater originally has, and has 

accumulated its ideas and methods.  Theater workshop, which consist of various theater games, etc., is designed so that 

anyone can express his/her feelings or thoughts without undue strain. We consider the possibilities of expression and the 

conditions that make it possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「からだとの対話」ー野口体操を通じて感じ、考える 

3. 遊びの絵地図ー子どもの頃の遊びの絵地図を書いてみる 

4. 子どもの頃のエピソードを文章にする 

5. ドラトラ（詩劇）の入口ー子どもの頃のエピソードからグループ作業へ 

6. モノと空間をからだで表す 

7. 音を聞く、音を表すーサウンドスケープの試み 

8. 聞き書きの試み 

9. 障害のある人との表現活動 

10. 矯正教育と表現活動 

11. イメージ・シアターー被抑圧者の演劇１ 

12. イメージ・シアターー被抑圧者の演劇２ 

13. フォーラム・シアターの試みー被抑圧者の演劇３ 

14. 表現行為と人間の変容の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に、感じたこと、思ったこと、考えたことを記述し、リアクションペーパーを提出する。それらを次の授業までにふりかえって

おいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に、必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能な限り、全授業回対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE314／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本本授業では、特に、発達障

害と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供

への支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as health impairments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発達障害の理解と支援(1)：自閉スペクトラム症 

5. 発達障害の理解と支援(2)：限局性学習症 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠如多動症 

7. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

8. 病弱教育の現状と課題 

9. 病弱児の心理 

10. 病弱児をめぐる諸問題：告知と説明 

11. 復学支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 病弱児の社会的自立を見据えたキャリア支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間-2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(40%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863714939) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 

2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 

(ISBN:4054062962) 



 

 - 568 - 

3. 国立特別支援教育総合研究所編、2020、『特別支援教育の基礎・基本 2020』、ジアース教育新社 (ISBN:9784863715486) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE315／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会文化歴史的アプローチの立場から、系統発生、社会史、個体発生といった三つのタイムスケールで人間の発達を理解する。 

 

Students will understand human development from a sociocultural-historical approach in three time scales of phylogeny, social 

history and ontogeny. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会文化歴史的（ヴィゴツキアン）アプローチによる精神発達理論を中心に、記号、特に言語を中心に発達心理学の基本的な知

見を紹介し、人間発達の特殊性を検討する。人間とその他の類人猿の違い、学校教育制度下の人々の心性などの検討を通して

ヒトの人間化の過程を知る。さらに遊び、言語を中心とした象徴機能の発達などを検討することで人間の個体発生過程について

の理解を深める。具体的事例を紹介したり、参加者と議論したりしながら進めることで理解の深化をはかる。 

 

Centering on developmental psychology using a sociocultural-historical approach (Vygotskian), students will be introduced to 

the basic knowledge of developmental psychology about symbols, especially language, and consider the particularity of human 

development. Through considering the differences between humans and other anthropoids, and the disposition of people under 

the school education system, students will learn about the process of human development. Furthermore, students will consider 

the development of symbolic functions, etc., focusing on play and language, and deepen their understanding of the process of 

developing human ontogeny. The class aims to introduce specific examples and to deepen students’ understanding as they 

participate and discuss. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 心の系統発生：進化の中の人(1) 

3. 心の系統発生：進化の中の人（2） 

4. 心の系統発生：進化の中の人（3） 

5. 心の系統発生：進化の中の人（4） 

6. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（1） 

7. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（2） 

8. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（3） 

9. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（4） 

10. 心の個体発生：乳幼児期の心性(1) 

11. 心の個体発生：乳幼児期の心性(2) 

12. 心の個体発生：乳幼児期の心性(3) 

13. 心の個体発生：乳幼児期の心性(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

授業内で、期限の定められた複数の課題レポートを提出することが求められている。課題レポートを最終授業終了時までに提出

しない場合には履修放棄とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

2. 田島信元他編、2016、『新・発達心理学ハンドブック』、福村書店 (ISBN:9784571230547) 

3. 中島義明編、2001、『現代心理学理論事典』、朝倉書店 (ISBN:425452014X) 

4. 中島義明編、2012、『現代心理学事例事典』、朝倉書店 (ISBN:4254520174) 

5. 佐伯・佐々木編、2013、『アクティブ・マインド』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065108) 

6. トマセロ, M.、2006、『心とことばの起源を探る』、勁草書房 (ISBN:978-4326199402) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE317／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学の観点からの現在の国際社会と教育課題に関わる比較考察・分析 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「現代教育の諸問題２」 では、開発途上国を中心とした課題に対する理解をより深めると同時に、比較教育学の方法論の観点

から、開発途上国だけでなく、先進国の教育の問題と世界の現状をどのように考えたらよいかについて、各国間の教育に関わる

諸課題（教育制度、教育内容、各教科目、学習指導要領、教授方法など）を客観的且つ批判的に比較考察する。 

 

The Issues in Contemporary Education Ⅱ will deepen your understanding of the current educational issues on developing 

countries as well as developed countries on what you have learned up to the present in terms of comparative education 

methodology on how to think about each countries’ educational issues. We will discuss and consider various Global and 

educational issues (education system, educational content, each subject, course of study, teaching method, etc.) objectively 

from the viewpoint of critical thinking.. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「現代教育の諸問題２」では、本講義のテキスト、及び複数の文献資料を確認し、比較分析の考察方法、分析視点について議

論する。その上で、後半では、受講生各自の興味、関心のある比較教育の分野を中心に、受講生の研究発表をもとに全体で議

論を行う。よって、対面授業となった場合には、調査内容の事前学習、発表資料の作成、発表、議論が科目の評価基準となる。

オンライン授業においても、学生の積極的参加・発言が評価の対象となり、課題レポート作成においても、独自の調査分析が求

められる。 

 

We review several comparative education materials as well as the textbook and discuss the comparative analysis and viewpoints 

on the current educational issues and agendas under the present International chaotic conditions. Then, in the latter half of the 

classes, the students will have the presentations on their research and discuss mainly the educational issues and agendas in 

which they are interested.on the class. Therefore, prior studies of the interested topics, the surveys and makings of 

presentation materials, presentation, and discussions are required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育的事象に関する比較分析の手法（１）：オリエンテーション 

2. 教育的事象に関する比較分析の手法（２）：ＥＳＤと社会的レジリエンス（１） 

3. 教育的事象に関する比較分析の手法（３）：ＥＳＤと社会的レジリエンス（２） 

4. 教育的事象に関する比較分析の手法（４）：ＶＵＣＡ社会と持続可能性（１） 

5. 教育的事象に関する比較分析の手法（５）：ＶＵＣＡ社会と持続可能性（２） 

6. 教育的事象に関する比較分析の手法（６）：エージェンシー的自由とコミットメント（１） 

7. 教育的事象に関する比較分析の手法（７）：エージェンシー的自由とコミットメント（２） 

8. 教育的事象に関する比較分析の手法（８）：エージェンシー的自由とコミットメント（３） 

9. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（１） 

10. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（２） 

11. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（３） 

12. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（１） 

13. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（２） 

14. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前学習は 2 時間を目安に行い、また、レポート、研究発表の準備などには自主学習、事前準備が必要となり、評価の対象と

なるので留意すること。 

 毎回、出席確認を兼ねたレポート課題（小）の提出が求められる。考察、分析に富むレポートは、小レポートであっても、出席確

認だけでなく成績評価の対象とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業内課題レポート(30%)/授業への主体的参加及び発表(25%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤真久・北村友人・馬奈木俊介編、2020、『SDGｓ時代の ESD と社会的レジリエンス』、筑波書房 (ISBN:978-4-8119-0571-

6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

3. 北村友人 他 編、2019、『SDGs 時代の教育－すべての人に質の高い学びの機会を－』、学文社 (ISBN:978-4762028755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE319／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 絵本の方向性 -日本の絵本の特色- 

4. 絵本のリズム -二拍子絵本を考える- 

5. サイズと形 -モノが語ること- 

6. タネからアイディアへ -日常の気づきから- 

7. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

8. 絵本の世界をイメージする -見えないところをつくり込む- 

9. 物語と展開 -プロットをつくる- 

10. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

11. 絵本の「ことば」 -絵の中の音と意味- 

12. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

13. 絵本を読む目 -最初の読者- 

14. まとめ -絵本と社会- 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、絵本の制作やワークショップを適宜行う。 

受講者の人数や制作などの進度によって、授業計画は変更する場合がある。 
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全授業回のうち、状況を見て、1回から数回程度の対面実施予定 

 

注意事項（Notice） 
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■AE320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE320／哲学的人間学 

(Phylosophical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
感情の哲学入門 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「哲学的人間学」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は次の二つです。（1）「感情とは何か」という大きな問いのもと、私たちがふだんよく考えず受け入れている事柄を

吟味し、主体的かつ論理的に考える能力を養うと同時に、他人と議論する際に必要なマナーを身につける。（2）哲学の初歩的な

知識を習得する。 

 

The goals of this class are twofold. (1) We will address the important question of "What are emotions?" to develop the ability to 

critically analyze things we usually take for granted and enter into a discussion with others. (2) Students will acquire a basic 

knowledge of philosophy.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、感情の本質ないし基本構造を検討する。教科書を読み進めるかたちで、この問題に対して、現代の哲学理論がどの

ような回答を与えているのかを確認する。受講者は事前に教科書を読み、その内容を吟味しながら、さまざまな哲学的議論を批

判的に検証するという態度が求められる。 

 

This course concerns the basic structure of emotions. We will consider a variety of (mostly) contemporary philosophical 

responses to this topic. We will begin by examining the most prominent theories about the composition of emotions. Students 

are expected to read the textbook in advance, examine its contents, and critically evaluate various philosophical arguments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：哲学とは何か 

2. 感情の本質は何か 

3. 感情と身体 

4. 感情と思考 

5. 感情と価値／基本的な感情 

6. 複雑な感情／感情と文化 

7. 無意識の感情／ロボットの感情 

8. 他人の感情を見る 

9. 感情と気分／感情と痛み 

10. 感情と理性は対立するか 

11. 道徳哲学と感情の科学 

12. 恐怖を求める矛盾した感情 

13. 感情とフィクション/感情とユーモア 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定テキスト・配布資料・参考文献の該当箇所を読み、要点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパーの提出および授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 源河亨、2021、『感情の哲学入門講義』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766427196) 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸田山和久、2016、『恐怖の哲学：ホラーで人間を読む』、NHK出版 (ISBN:9784140884782) 

2. ジェシー・プリンツ、2016、『はらわたが煮えくりかえる』、勁草書房 (ISBN:9784326154395) 
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3. Julien A. Deonna and Fabrice Teroni. 2012. The Emotions: A philosophical introduction. Routledge (ISBN:9780415614931) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE321／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習実践の心理学：新しい学びの場の創造に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校を中心とした現在の日本の子どもたちが置かれた学習環境を批判的に検討し、子どもたちの発達支援に結びつく学習実践

のデザインを構想できるようになること。 

 

Students will critically consider the learning environments, particularly in schools, of Japanese children today, and be able to 

create learning practice designs to support all children’s development, including children in difficult situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな形で提示される学習実践事例を通して、子どもたちが置かれた学習と発達の状況について心理学的な理解を目指す。

現在の子どもたちの学習環境はどのようなものであろうか。それはそれぞれの子どもが自らを肯定し、積極的に参加することを促

すようなものになっているであろうか。本講義では、日本の子どもたちの学校を中心とした現在の学習状況を確認し、その問題点

を批判的に検討する。これらを通して受講者それぞれが子どもの発達に資する学習環境のデザインを描いてほしい。将来教職に

就く意欲のある者は是非未来のデザイナーとしてこの議論に参加してもらいたい。最終課題（レポート試験内容）はそのデザイン

を描くことである。 

 

Through various forms for presenting learning practice case studies such as video images, students will aim for a psychological 

understanding of how children learn and develop. What are the learning environments for children today? Will they lead to 

affirmation from children themselves, and encourage active participation? Students will find today’s learning conditions, 

particularly in schools, and then deepen their understanding of the problems in learning environments that are affecting children. 

Through these steps, students will be expected to draw various learning environment designs to benefit children’s development. 

Anyone who wants to become a teacher in the future is encouraged to participate in this discussion as a designer of future 

Japanese education. The final task is to propose the design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「児童・生徒になる」ことの意味（1） 

3. 「児童・生徒になる」ことの意味（2） 

4. 授業で何を学ぶのか：教室談話（１） 

5. 授業で何を学ぶのか：教室談話（2） 

6. 教室のリテラシー（1） 

7. 教室のリテラシー（2） 

8. 学びの場としての教室空間（1） 

9. 学びの場としての教室空間（2） 

10. 指導者のジレンマと成長（1） 

11. 指導者のジレンマと成長（2） 

12. 多様性に戸惑う教室：言語的文化的多様性を持つ子どもたちの学習（1） 

13. 多様性に戸惑う教室：言語的文化的多様性を持つ子どもたちの学習（2） 

14. 新しい学びの場の創造に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で文献を紹介することがあるが、それ以外にも関連する文献を図書館などで自主的に調べることが望ましい。授業で取り

上げた内容を他の履修者と議論して深めるのもよいだろう。 

Blackboard 上に参考文献や資料、授業にかかわる指示がなされることがあるので随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(52%)/課題レポート(48%) 

トピック毎に小課題が課される。最終授業日までにすべての小課題を提出しない場合には、履修放棄と見做す。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

講義では、本書の１章から６章の内容に関わるトピックをそれぞれ取りあげる。本書全体を精読し、批判的に吟味することで講義

の理解が深まるであろう。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

2. 石黒広昭、2017、『街に出る劇場』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1588-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE322／教育社会学 ２ 

(Sociology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知の座標軸を習得する教育臨床社会学 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生一人ひとりが問題意識を持って現代の教育社会と人間のありように向き合うことができるよう、また、現代社会における

種々の教育問題を読み解く知の座標軸を習得することができるようにすることが講義の目標である。 

 

The goals of the course are for each student to have an awareness of the issues to be able to face the present state of 

modern educational society and people, as well as for students to be able to interpret various educational issues in modern 

society with an axis of knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育社会学に学ぶ上で知っておくべき主要な理論家、思想家の仕事（問題意識と理論化への道筋）に学びつつ、いじめ・不登校

問題、学力問題等々から最現在の教育・社会・文化的諸問題のありように至るまで、学問的な語り方と創造性の開発へと誘うこと

にしたい。 

 

In Sociology of Education, students will learn the work of the main theorists and thinkers (awareness of issues and the path to 

developing theories) as well as being invited to academically discuss and develop the creativity to handle issues ranging from 

bullying, non-attendance and learning ability issues to contemporary educational, social and culture issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カナリアとフクロウ（研究は業界にとって有益で意義のある情報を引き出すべき、なのか） 

2. 人づきあいは、なぜ大切か（ジンメルほか） 

3. まじめに働けば、人は救われるのか（ウェーバーほか） 

4. 自殺について考えよう（デュルケムほか） 

5. “私”とは“私たち”である（クーリー＆ミードほか） 

6. 地域を知り・振り返り・改善する（ハルハウスほか） 

7. エンパワメント・エンカレッジメントすることの大切さ（即興演劇の創造/演劇の知＝臨床の知） 

8. パフォーマンスを研究すること、相手の立場に立ってみること（竜安寺石庭など） 

9. 自律・共生の作法（リテラシーについて） 

10. 生きる希望（フォーラムシアター/応用演劇/問題解決の主体） 

11. 自由への賛歌（公民権運動/ウッドストック/新しい女性の創造） 

12. あたり前を読み解く方法（知覚の衝突/違背実験/エスノメソドロジー） 

13. 会話を分析すると何が見えてくるのか（自己執行カテゴリーと社会変革） 

14. 誰の立場に立つべきか（人間学としての教育臨床社会学） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義毎に、必ずひとつ、教育について考え、問題と向き合ううえで有意味な語り方や実践の仕方が含まれています。毎回の授業

終了時に、自分なりに理解した内容をまとめ、次回の講義開始時に再度振り返り確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内最終レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定 

 

参考文献（Readings） 

授業中に必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE323／キリスト教と教育 １ 

(Christianity and Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AA369「キリスト教学１５（キリスト教と教育１）」と同一科目。重複履修不可。 

  

 ※文学部教育学科初等教育専攻の学生に向けての注意事項※ 

「キリスト教と教育１・２」は、初等教員免許取得に必要な科目には含まれない。 

但し、卒業要件単位には含まれる。 

不明な点がある場合は教務事務センターの窓口で問合せること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において，教育は，社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど，社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで，現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

In contemporary society, education is a key point for social mechanisms and their changes. The more students deepen their 

understanding of education, the more they deepen their understanding of social mechanisms and their changes. By shining light 

on the Christianity as well as other religious issues related to education, students will consider the place and role of Christianity 

and other religions in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで，キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。日本の属するアジアにおける宗教教

育の問題にも可能な限り言及したいと考えているが，とりわけ今年度は，日本におけるミッション・スクールとキリスト教学校のあ

り方についての議論に重点をおく予定である。 

 

Students will choose a religious topic mainly related to Christianity from the various issues surrounding education. Japan is a 

part of Asia, and religious education issues in Asia will be referred to as much as possible. Especially in this academic year, the 

class is expected to emphasize discussing mission schools and Christian schools in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. ミッションスクール論の概観と問題の所在 

3. 日本における位置・役割の考察１ 

4. 日本における位置・役割の考察２ 

5. 日本における位置・役割の考察３ 

6. 私学としてのキリスト教学校と政教分離 

7. 日本のキリスト教学校：現状分析１ 

8. 日本のキリスト教学校：現状分析２ 

9. 日本のキリスト教学校：現状分析３ 

10. 日本のキリスト教学校：事例 

11. 日本のキリスト教学校：仮説的分類 

12. 日本のキリスト教学校：提言 

13. アジアのキリスト教教育 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 



 

 - 582 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。また出席者のなかでのキリス

ト教学校の経験の有無、経験された教育内容等について講義時間内にたずねることがある（ただしプライバシーを尊重し、応える

か否かは各人に決めてもらう）  

 

注意事項（Notice） 
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■AE326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE326／人間と哲学 １ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「西洋哲学」で「哲学する」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU325「哲学概論 1」と同一科

目。重複履修不可。教育学科以外の学生は AU325で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・西洋哲学の基本的な流れや重要な考えを理解する。 

・「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の枠組みを理解する。 

 

・ Understand the basic flow and important ideas of Western philosophy. 

・ Learn how to “philosophize” by yourself. 

・ Understand the framework of Western philosophy as a tool for "philosophize". 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に西洋哲学史の流れに沿った講義をします。ただし、哲学者の名前と概念を暗記することを目指すことはしません。「哲

学」とは、覚えることではなく、自ら考えることにありますので、自ら「哲学する」ことができるために、そのツールとして、西洋哲学

の歴史や基本的な考え方を身につけることを目指します。 

 

そのため、できるだけ履修者とのインタラクティブな対話を設ける予定です。授業では、できるだけ日常的な場面にも通づる「問

い」を提示します。授業前あるいは授業内にそれについて考えてもらう機会を設けます。それを踏まえて、西洋哲学の考え方を説

明していきます。 

 

For this reason, we plan to have interactive dialogue with students as much as possible. The students will be required to answer 

to questions that can be asked in everyday situations. The course will be proceeded in response to the answers, by using ideas 

elaborated in Western philosophy.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「哲学する」とは 

2. プラトンとアリストテレス 

3. キリスト教とスコラ哲学 

4. デカルトとホッブズ 

5. スピノザとライプニッツ 

6. フランス啓蒙主義とイギリス経験論 

7. カントとヘーゲル 

8. マルクス、キルケゴール、ニーチェ 

9. 現象学 

10. サルトルとレヴィナス 

11. ウィトゲンシュタインと分析哲学 

12. 構造主義とポスト構造主義 

13. 政治哲学と現代倫理学 

14. 現代のさまざまな哲学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の講義で扱う「問い」についてあらかじめ考えてくる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業参加度(30%)/中間テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

用いません（適宜プリントを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 貫成人、2008、『図説・標準 哲学史』、新書館 

2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―古代から中世へ』、岩波書店 

3. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―近代から現代へ』、岩波書店 

そのほか適宜授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE327／人間と哲学 ２ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想と日本の道徳 

担当者名 

（Instructor） 
井ノ口 哲也(INOKUCHI TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可              AU326「哲学概論 2」と同一科

目。重複履修不可。 

教育学科以外の学生は AU326で登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    （１）受講生は、中国思想、特に儒教の「ものの考え方」が、特に戦前までの日本において深く根付いてきたことについて、具

体的に述べることができる。 

    （２）受講生は、現代日本の、特に若者が共有している道徳が何に根差しているものなのか、このことへの理解を深めること

ができる。 

 

    （１）Students can specifically explain thinking patterns of Chinese thought, in particular, Confucianism deeply rooted in 

prewar Japan. 

    （２）Students can deeply understand about youth's moral in modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

    日本における歴史的な道徳観念の変遷を考える際に、中国大陸からの影響を避けては通れない。本講義では、テキストに

従って、中国思想、特に儒教に基づく道徳教育の東アジア世界における展開をたどったうえで、現代日本で生活するわれわれが

享受する豊かさ・便利さの裏側で、これまでの社会秩序が変貌し、意思疎通の手段が大きく変化してきた中で、失われつつある

道徳について問題提起を行う。 

 

    Considering history of moral idea,we must study Impacts from China. In this class, according to the text, lecture on history 

of moral education based on Chinese thought, in particular, Confucianism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

授業：「現代の日本はなぜ欧米の方を向いているのか」を考える 

2. 日本は本当に豊かになったのか（１）高度経済成長と望郷歌 

3. 日本は本当に豊かになったのか（２）会う約束を守るということ 

4. 社会と家庭を安定させた東アジアの道徳（１）五倫と三綱 

5. 社会と家庭を安定させた東アジアの道徳（２）朱子学・『三綱行実図』・『六諭衍義』 

6. 近代日本の道徳（１）教育勅語 

7. 近代日本の道徳（２）井上哲次郎の江戸儒学三部作 

8. 近代日本の道徳（３）三つの『日本儒学史』 

9. 教科書の中の中国思想（１）「儒教」か「儒学」か 

10. 教科書の中の中国思想（２）巫祝の子   孔子 

11. 教科書の中の中国思想（３）夏目漱石の「則天去私」をめぐって 

12. ２１世紀をどう生きていくか（１）「中庸」とは何か 

13. ２１世紀をどう生きていくか（２）「足るを知る」ということー『老子』に学ぶー 

14. ２１世紀をどう生きていくか（３）ひたむきに努力することー北京師範大学の学生たちー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

    前回の授業内容を必ず復習したうえで、次の授業に臨むこと。また、テキストで言及している参考文献を図書館等でさがして

予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業時のリアクションペーパー(100%) 

１回のリアクションペーパーを 10 点満点で採点し、各回の得点の平均点を 10 倍して 100 点満点に換算し、成績評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井ノ口哲也、2021、『道徳教育と中国思想』、勁草書房 

    このシラバスの記入時には、テキストは未刊ですので、授業開始時に、あらためて、アナウンスさせていただきます。 
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参考文献（Readings） 

1. 井ノ口哲也、2012、『入門   中国思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326102150) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE328／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びを創り、批評することの意味を考える 

担当者名 

（Instructor） 
未定() 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
［初等専攻］2018 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領をもとに各学校・各教室において教師がその専門性を発揮しながらカリキュラムをデザインしていくための諸概念

や方法を歴史的・現代的に学び、さらにはカリキュラム・マネジメントを行うための枠組みも理解する。 

 

Based on our official course of study, we can create and design many kinds of curriculum styles and actual class 

implementations as professional practitioners. For the objectives, we will discuss some concepts of curriculum planning and 

designing historically and currently including the theory of curriculum management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずはカリキュラム改革の歴史を内外に学びながら、日本において学習指導要領などが果たしてきた教育課程編成の諸機能を

概説するとともに、カリキュラム編成のための基本的な枠組みを多角的に解説する。ついで、教科の再編や教科間の横断、発達

に応じたカリキュラムの縦断的編成、さらには総合的な学習の時間や特別活動など教科学習と有機的な関連を持たせようとする

カリキュラムなどを多様に紹介し、その知見を共有する。「計画としてのカリキュラム」と「実施・経験されたカリキュラム」へとその

見方を拡張させ、子どもの学びへの着目と教師の専門的な学びに関する新たなカリキュラム論を検討しながら、カリキュラム・マ

ネジメントや教師たちによる授業研究実践の試みにその意義を見出していく。 

 

First, we will discuss the history of official courses of study which have been issued since WWII and learn the functions deeply. 

In that process, we learn a lot of basic terms and ideas in this field. Second, we'll discuss some styles of curriculum making and 

introduce some implementations. Third, we will learn the ideas of active learning, classifying the three-level categories such as 

curriculum as planning, executed curriculum, and experienced curriculum. We will mention the theory of curriculum management, 

and lesson study process among teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「計画されたカリキュラム」と「経験されたカリキュラム」の両面性 

2. 学習指導要領とは何か―その位置づけと意義 

3. 学習指導要領の変遷（１）―戦後新教育から教育内容の現代化とその見直しまで 

4. 学習指導要領の変遷（２）―「生きる力」の強調から学力向上施策に至るまで 

5. 最新の学習指導要領の意義と実践への示唆 

6. カリキュラム編成をめぐる基本概念（１）―「領域論」と「機能論」、領域横断カリキュラムや総合的な学習の時間・特別活動

の展開 

7. カリキュラム編成をめぐる基本概念（２）―排列・配列・選択をめぐる原理、履修の原則 

8. カリキュラム編成をめぐる基本概念（３）―目標・評価論、PDCAサイクルとカリキュラム・マネジメント 

9. カリキュラム編成をめぐる基本概念（４）―カリキュラムの基礎となる「生活」・「地域」概念の検討 

10. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（１）―「羅生門アプローチ」の衝撃と子ども観の諸相 

11. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（２）―構成主義的学力観 

12. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（３）―「学びの共同体」論とその実践のインパクト 

13. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（４）―「かくれたカリキュラム」の検討 

14. カリキュラム・デザインと教師の専門性―「校内授業研究」の果たす役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育実践にかかわる文献（教育雑誌や学術誌など）を毎週 1 本以上読み込み、講義で取り扱った理論的概念や枠組みとどう整

合するのかを追究する（文献は講義にて指示・配布される場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最新の学習指導要領とその解説（とりわけ総則）（文部科学省 HPよりダウンロード可能） 
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参考文献（Readings） 

1. 石井英真、2021、『流行に踊る日本の教育』、東洋館出版社 

2. 金馬国晴、2019、『カリキュラム・マネジメントと教育課程』、学文社 

3. 鹿毛雅治・藤本和久、2017、『「授業研究」を創る』、教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報教育論 

(IT and Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育社会と情報・メディア 

担当者名 

（Instructor） 
大多和 直樹(OTAWA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのかについて説明できる 

・学校教育とメディアについて歴史を含めて説明できる 

・デジタルメディアが子ども／若者の生活世界に与える影響について説明できる。 

・情報社会(消費社会)と学校社会の関係について説明できる 

・AI とどう付き合うか、について考えを深める 

 

The objects of this class are as follows. 

・We can explain what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education. 

・We can explain school education and the media including a history 

・We can explain the influence that digital media gives in the life of child/youth. 

・We can explain relations of information society (consumer society) and  the school society. 

・We deepen a thought how you go out with AI. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本授業の情報教育論とは、ICTを授業等でどう利用するか、といった狭い範囲のものではない。 

 ICTを含むメディアが学校教育やそれを取り巻く社会にどのような影響をもたらすのか、そのことを一人一人がどのように考えて

いくのか、について扱っていく。 

 授業内容の柱は、以下の通り。 

 ・学校教育とメディア 

 ・子ども／若者の生活世界とデジタルメディア 

 ・情報社会(消費社会)と学校社会 

 ・AI とどう付き合うか 

 

The media study of education in this class is not the thing of the small range that how uses ICT by classes. 

 We treat it what kind of influence the media including the ICT brings the society surrounding school education and it how each 

one thinks about it. 

 The subjects of class contents are as follows. 

 ・School education and the media 

 ・Life of child/youth and digital media  

 ・Information society (consumer society) and school society 

 ・How do you go out with AI? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：教育社会と情報・メディアの見取り図 

2. ＜学校教育とメディア＞ 

(1)古いニューメディアとしての鉛筆とノート 

3. (2)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[授業] 

4. (3)旧来の学校教育をＩＣＴがどう変えるのか[学校システム] 

5. (4)学校における情報政策を読む 

6. (5)新しい学校教育で育てるべきものは何か 

7. ＜子ども／若者の生活世界とデジタルメディア＞ 

(1)デジタルネイティブの生活誌 

8. (2)日本社会は映像メディアをどのように受容してきたか 

9. (3)悪影響論を考える 

10. ＜情報社会と学校社会＞ 

(1)情報社会と学校社会の相容れない文化 

11. (2)消費文化を考える 

12. ＜ＡＩとどう付き合うか＞ 
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(1)ＡＩとは何か 

13. (2)ＡＩ時代の人間の生き方を考える 

14. まとめ：情報・メディアのインパクトをどう考えるのか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配付資料を読んでいることを前提に授業を進めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー含む授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考図書は用いず、授業内で必要な情報をプリント等で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 591 - 

■AE402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己理解と他者理解を深めながら多角的な視点で物事を捉える 

担当者名 

（Instructor） 
角南 なおみ(SUNAMI NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なカウンセリング理論の概要を学ぶ過程でワークに取り組みながら，自己理解と他者理解を深め多角的な視点で物事を捉

えることを目標とする。 

 

Aiming to take things from various perspectives, students will gain a deeper understanding of themselves and others through an 

overview of counseling using active learning techniques. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの諸理論の概論と基礎的な技法をロールプレイや事例を通して，自己理解と他者理解を深めながら実践的に学

ぶ。また、各内容についてグループディスカッション（体験型学習）を通して気づきと思考を深める。毎回の授業でリアクションペー

パーに記入し、それらを学期の後半に提出する二つのレポート作成につなげる。カウンセリングは正解のない問いの探求とも言

え，聴くことが何より重要となる。授業では，自身で考えたことを言葉にすることで思考を整理し，同時に他者の意見から学ぶ姿勢

を重視する。 

 

Students will learn an overview of counseling theories and basic techniques through role-plays and case studies to deepen their 

understanding of themselves and others. In addition, students will deepen their awareness and thinking through group 

discussions (experiential learning) on each topic. Students will fill out reaction papers in each class, which will be used to write 

two reports to be submitted later in the semester. Counseling can be described as an exploration of questions that have no 

right answers, and listening is of utmost importance. In the class, students emphasize the importance of organizing one's 

thoughts by putting them into words, and at the same time learning from the opinions of others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは？ 

2. 自己理解と他者理解 

3. 聴くことと伝えること 

4. 乳幼児の発達環境と関わり 

5. 子どもの悩みと関わり 

6. 青年期・老年期の悩みと関わり 

7. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(1) 

8. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(2) 

9. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(3) 

10. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(4) 

11. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(5) 

12. カウンセリングの様々な技法の理解とワーク(6) 

小レポート：①関心を持ったカウンセリングの概要とその理由，②カウンセリングの考え方が生かせる場面 

13. 事例検討（1）地域臨床 

14. 事例検討（2）学校臨床 

最終レポート：①事例検討を通して感じたこと・考えたこと，②自身がカウンセリングを行う立場になった場合に大切にしたい

こと，③本授業における学び 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示）  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点（リアクションペーパー）(42%)/最終レポート(Final Report)(35%)/小レポート(23%) 
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欠席４回以上の場合は、成績評価の対象としない。 出席はリアクションペーパーにて行う。体験型学習が中心となるため，授業

に出席しワークシートやロールプレイング，ディスカッションにより理解と思考を深めることを重視する。グループワークの進行状

況により、授業の予定が多少前後する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 角南なおみ、2020、『教育相談（やさしく学ぶ教職課程）』、学文社 (ISBN:4762029734) 

2. 遠藤利彦、2017、『赤ちゃんの発達とアタッチメント』、ひとなる書房 (ISBN:4894642476) 

3. 鷲田清一、1999、『「聴く」ことの力: 臨床哲学試論』、阪急コミュニケーションズ (ISBN:4484992035) 

4. 村瀬嘉代子、2009、『子どもと大人の心の架け橋―心理療法の原則と過程』、金剛出版 (ISBN:4772410872) 

5. 河合隼雄、2008、『河合隼雄の“こころ”―教えることは寄り添うこと』、小学館 (ISBN:4098373793) 

6. 斎藤環、2015、『オープンダイアログとは何か』、医学書院 (ISBN:4260024035) 

7. 伊藤絵美、2008、『事例で学ぶ認知行動療法』、誠信書房 (ISBN:4414400465) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• ワークシートやグループワーク（２-４人程度：ロールプレイング、ディスカッション）による体験型学習を行い，気づきと思考を深

める。 

• 講義はパワーポイントを主体として進める。毎回の講義は Blackboard にも掲示する。初回から段階的に学習を深め，また小レ

ポートと最終レポート作成のためにも、欠席した講義は Blackboardを確認してから参加することを推奨する。 

• リアクションペーパーについては次回以降の授業に取り上げ，前回授業の振り返りとともに多角的な視点を取得する手立てとし

て，学生の意見を講義に反映する。  

・全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子ども観と幼児教育 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 幸子(ASAI SACHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子ども観の歴史的な変遷、およびその子ども観との関わりで保育・幼児教育がどのようなあり方をしてきたかを理解するとともに、

これからの保育・幼児教育のあり方について考察する。 

 

Students will understand the historical changes in the views of children and how child care and early childhood education have 

evolved in relation to this views, and consider the future of child care and early childhood education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

保育・幼児教育について、歴史資料、実践記録、ビデオ記録を用いて検討する。 

授業では、講義を主としつつ、適宜グループ・ディスカッションを行う。 

各回の授業の内容については、進行によって変更することもある。 

 

Students will consider child care and early childhood education using historical documents, practical written records and video 

records. 

The class will consist mainly of lectures with appropriate group discussion as needed. 

The contents covered in each class session may vary depending on progress.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・この授業について 

2. 子どもの発見と保育・幼児教育 

3. 幼稚園とはどのような場所か 

4. 保育所とはどのような場所か 

5. 就学前学校とはどのような場所か 

6. 子ども観と教育観 

7. 子どもの権利と乳幼児 

8. 幼児教育のグローバル・ガバナンス 

9. 保育・幼児教育の評価 

10. レッジョ・エミリアの幼児教育 

11. ドキュメンテーションと保育記録１ 

12. ドキュメンテーションと保育記録２ 

13. レッジョ・インスピレーション 

14. まとめ・公教育としての保育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了後にリアクション・ペーパーを書いて立教時間で提出する。 

授業時間外の課題については適宜指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 福元真由美ほか、2017、『はじめての子ども教育原理』、有斐閣 (ISBN:4641150362) 

2. 汐見稔幸・大豆生田啓友・武藤隆編、2019、『保育原理（アクティベート保育学）』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623084337) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 594 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／比較教育学 １ 

(Comparative Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

Students will be introduced to the concept of comparative pedagogy, its significance and the current situation of the field. And 

when considering and discussing educational issues and educational policies, by looking at educational experiences of other 

countries, students can shine new light on their understandings. Also, by looking at results of comparative pedagogy, regarding 

other countries and regions, students should aim for a deeper understanding of not only education but also society and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較教育学の理論・方法・歴史を概観するとともに，現状と課題を紹介する。ついで，比較教育学の主要な成果を具体的に紹介

していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本講義では特に欧米

の、いわゆる先進諸国に重点をおく予定である。 

 

Along with an overview of comparative pedagogical theories, methods and histories, students will be introduced to the current 

situation and relevant issues. Students will be introduced to the main results of comparative pedagogy in specific detail. The 

educational methods and various relevant issues of different countries and regions will be eligible for research, but various 

countries with advanced economies in Europe and the Americas will be emphasized during the lectures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学研究の歴史１ 

4. 比較教育学研究の歴史２ 

5. 比較教育学の理論と方法 

6. 日本の比較教育学研究１ 

7. 日本の比較教育学研究２ 

8. 欧米諸国 

9. 欧米諸国 2 

10. 欧米諸国 3 

11. 欧米諸国 4 

12. 欧米諸国 5 

13. 欧米諸国 6 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学とイスラーム 

担当者名 

（Instructor） 
中田 有紀(NAKATA YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か、その意義や現状について、東南アジアのイスラーム世界における教育を通して考えていく。教育問題や教

育政策を考察・議論するときには、他国の経験から学ぶべきことは多い。この授業では、イスラーム世界の教育の現状とともに、

社会や文化への理解も深めながら、さまざまな教育問題について考えることを目標とする。  

 

In this course, students will consider what comparative education is, its significance and current situation through education in 

the Islamic world of Southeast Asia. When considering and discussing educational issues and policies, there is much to be 

learned from the experiences of other countries. The purpose of this class is to consider various educational issues by 

deepening our understanding of society, culture, and education in the Islamic world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、主として東南アジアの教育（特にジェンダー、イスラームと教育について）に関する研究成果を紹介するとともに、

それらに関連する歴史や各国の現状について解説していく。 

 

This course will introduce the results of research on gender, Islam, and education in Southeast Asia, and explain the history 

related to these issues and the current situation in each country. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 比較教育学とは何か 

2. 比較教育学とイスラーム教育研究 

3. 植民地時代と近代教育 

4. イスラーム世界の女子教育 歴史１ 

5. イスラーム世界の女子教育 歴史２ 

6. 前半のまとめ  

7. 現代のイスラーム教育  近年の傾向１ 

8. 現代のイスラーム教育  近年の傾向２ 

9. ムスリムの教育とジェンダー１  

10. ムスリムの教育とジェンダー２ 

11. 学校教育とノンフォーマル教育１ 

12. 学校教育とノンフォーマル教育２ 

13. 学校教育とノンフォーマル教育３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書および授業時に紹介する参考文献は、事前、事後学習でよく読むこと。 

Blackboard を随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長沢栄治、服部美奈、小林寧子、2020、『イスラーム・ジェンダー・スタディーズ３ 教育とエンパワーメント』、明石書店 

(ISBN:978-4-7503-5139-1) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に参考文献を随時紹介する予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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講義内容や計画の順番は、最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。  

 

注意事項（Notice） 
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■AE406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸教育思想史概説 

担当者名 

（Instructor） 
山本 正身(YAMAMOTO MASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代における教育思想史の全体的動向を捕捉する。 

 

The purpose of this lecture is to help students understand the historical development of educational thought in the Edo period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代の教育思想史を、①江戸初期から享保期、②享保期から寛政期、③寛政期から天保期、④天保期以後、の四つの時期

に区分しながら、その主要動向を概説する。 

 

The content of this lecture is to outline the main trends in the history of educational thought in the Edo period, divided it into 

four periods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近世教育思想史研究の方法論 

2. 藤原惺窩・林羅山・山崎闇斎―江戸初期朱子学の教育思想― 

3. 中江藤樹の教育思想―江戸儒学における陽明学的思惟とその教育思想― 

4. 貝原益軒の教育思想 

5. 伊藤仁斎の教育思想 

6. 荻生徂徠の教育思想 

7. 細井平洲の教育思想―折衷派儒学の教育思想― 

8. 懐徳堂儒学と教育思想 

9. 石門心学の教育思想 

10. 復古国学の教育思想 

11. 朱子学正学派の教育思想 

12. 後期水戸学とその教育思想 

13. 日本教育思想史における「近世」と「近代」 

14. 講義の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習とも 90 分程度の学習を求めます。学習の要件については講義の中でお示しします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクション・コメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはとくに使用しません。講義内容に関わる文献は、授業の中で適宜指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本正身、2010 年、『仁斎学の教育思想史的研究』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766417777) 

2. 山本正身、2015 年、『伊藤仁斎の思想世界』、慶應義塾大学三田哲学会 (ISBN:9784766422757) 

3. 辻本雅史、1990 年、『近世教育思想史の研究』、思文閣出版 (ISBN:4784205829) 

4. 辻本雅史、2011 年、『思想と教育のメディア史』、ぺりかん社 (ISBN:9784831512901) 

5. 沖田行司、2011 年、『藩校・私塾の思想と教育』、ベースボールマガジン社 (ISBN:9784583104041) 

6. 沖田行司（編）、2015 年、『人物で見る日本の教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623074020) 

7. 前田勉、2016 年、『江戸教育思想史研究』、思文閣出版 (ISBN:9784784218660) 

その他の文献についても、授業の中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。  

 

Students will become able to have their own practical, inquisitive dialogues in daily life, in educational settings and at 

philosophical cafes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。  

 

Since the 1970s, philosophical dialogues and philosophical education called “Philosophy for Children / P4C” has been practiced 

around the world. In this class, students will participate in philosophical dialogues facilitated by the method of “Philosophy for 

Children,” and through accumulating experience as facilitators, aim to acquire techniques and attitudes of a practitioner of 

philosophical dialogues with these in-class experiences. This is not a passive-style lecture, and students are expected to take a 

major role. Students should be aware of this before taking the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話かについてのレクチャーのあと、哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテー

ションを行う）  

2. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

(1) 授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。  

(2) 最終論述の提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業各回のワークシート(80%)/最終論述(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:9784309624693) 

2. 梶谷真司、2018、『考えるとはどういうことか：0 歳から 100 歳までの哲学入門』、幻冬舎新書 (ISBN:4344985141) 
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3. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業：「学びの場」のつくりかた』、河出書房新社 (ISBN:9784309247014) 

4. 河野哲也 編、2020、『ゼロからはじめる哲学対話：哲学プラクティス・ハンドブック』、ひつじ書房 (ISBN:4823410327) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会を組み直す思想と実践 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会教育、生涯学習に関する基本的な知識や見方を身につける。 

②人びとの学びとその機会を保障するためのさまざまな営みに関心をもち、教育が人間形成にもつ意味を広く深く考えられるよう

になる。 

③自らが社会教育や生涯学習を実践する立場にあることを自覚する。 

 

(1) Students will get the basic knowledge and approaches related to community education and lifelong learning. 

(2) Students will take an interest in the education people receive and in the various activities that guarantee people the 

opportunity for education. Students will be able to think broadly and deeply about the meaning of character-building in 

education. 

(3) Students will be aware of themselves as responsible individuals to practice community education and lifelong learning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会のなかで行われている人びとの学びとその機会を保障するための営みについて、さまざまな角度から考察する。制度的な取

組みのみならず、むしろそこからはみ出た形で必要となる学びを可能にするための取組みに注目したい。具体例を取り上げ検討

していく形をとるが、単なる知識や情報として受けとめるのではなく、なぜそうした機会や取組みが必要なのかを社会的な文脈の

なかで考え、自分との関わりも意識して、人びとの生涯にわたる学びの意味やそれを支えることの必要性に気づいてほしい。 

 

Students will consider, from various angles, the activities as individual lifelong learning and social support for it. The class will 

draw students’ attention not only to institutional initiatives, but also to the efforts to make learning possible out of those 

institutional initiatives. Students will consider specific examples to get an overall understanding. Students will not only take in 

knowledge and information, but also think about why such educational opportunities and efforts are necessary in a social 

context, and be aware of their own relationship to these efforts, and recognize the necessity of supporting lifelong learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：大串隆吉「社会教育における社会と教育」『社会教育入門』を中心に 

2. 戦後社会と社会教育①：戦中・戦後の経験と「自己教育」の思想、鶴見俊輔『教育再定義への試み』を中心に 

3. 戦後社会と社会教育②：市民民主主義の思想、公と私の政治学、間宮陽介『丸山眞男』、寺島俊穂『現代政治とシティズン

シップ』などを参照して 

4. 戦後社会と社会教育③：9 条俳句訴訟と学習権の思想、佐藤一子『「学びの公共空間」としての公民館』から 

5. 戦後社会と社会教育④：1950 年代の社会教育と主体形成、婦人学級、生活記録運動、母の歴史 

6. 高度成長期の社会教育と主体形成①：大阪府枚方市香里団地の市民運動を事例に 

7. 高度成長期の社会教育と主体形成②：伊藤雅子と国立公民館保育の経験 

8. 高度成長期の社会教育と主体形成③：生活クラブ生協、生活者運動の思想と経験 

9. 高度成長期の社会教育と主体形成④：小田実とベ平連の思想と経験、平和運動と社会教育 

10. 新自由主義時代の社会教育と主体形成①：格差と貧困に抗して地域をネットワーキングする子ども食堂（ゲストスピーカー

を予定） 

11. 新自由主義時代の社会教育と主体形成②：子どもの放課後の居場所、学童保育の貧困と課題 

12. 新自由主義時代の社会教育と主体形成③：地域スポーツ・部活動 

13. 新自由主義時代の社会教育と主体形成④：PTA・家庭教育 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を活用し、事前に読んでもらいたい資料を配布する。それについて考えを述べる予習課題を提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート課題(30%)/レスポンスシート(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 千野陽一 （監修） 社会教育推進全国協議会（編集）、2015、『現代日本の社会教育 増補版』、エイデル研究所 (ISBN:978-

4871685689) 

本授業の内容を整理し、理解を深めるためにも本テキストは必読・必携である。 

 

参考文献（Readings） 

授業毎に参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の関心や希望に応じて授業計画を変更する場合がある。 

社会教育は学校教育以外の領域で展開している教育を扱う。生涯学習は学齢期に限らず、人間は学び続けるという人間像を前

提としている。教育という営みを学校教育に矮小化せず、人間形成の問題を社会との接点において広く捉えることができるように

なるためにも、積極的に受講して欲しい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びを創り、批評することの意味を考える 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 和久(FUJIMOTO KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領をもとに各学校・各教室において教師がその専門性を発揮しながらカリキュラムをデザインしていくための諸概念

や方法を歴史的・現代的に学び、さらにはカリキュラム・マネジメントを行うための枠組みも理解する。 

 

Based on our official course of study, we can create and design many kinds of curriculum styles and actual class 

implementations as professional practitioners. For the objectives, we will discuss some concepts of curriculum planning and 

designing historically and currently including the theory of curriculum management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずはカリキュラム改革の歴史を内外に学びながら、日本において学習指導要領などが果たしてきた教育課程編成の諸機能を

概説するとともに、カリキュラム編成のための基本的な枠組みを多角的に解説する。ついで、教科の再編や教科間の横断、発達

に応じたカリキュラムの縦断的編成、さらには総合的な学習の時間や特別活動など教科学習と有機的な関連を持たせようとする

カリキュラムなどを多様に紹介し、その知見を共有する。「計画としてのカリキュラム」と「実施・経験されたカリキュラム」へとその

見方を拡張させ、子どもの学びへの着目と教師の専門的な学びに関する新たなカリキュラム論を検討しながら、カリキュラム・マ

ネジメントや教師たちによる授業研究実践の試みにその意義を見出していく。 

 

First, we will discuss the history of official courses of study which have been issued since WWII and learn the functions deeply. 

In that process, we learn a lot of basic terms and ideas in this field. Second, we'll discuss some styles of curriculum making and 

introduce some implementations. Third, we will learn the ideas of active learning, classifying the three-level categories such as 

curriculum as planning, executed curriculum, and experienced curriculum. We will mention the theory of curriculum management, 

and lesson study process among teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「計画されたカリキュラム」と「経験されたカリキュラム」の両面性 

2. 学習指導要領とは何か―その位置づけと意義 

3. 学習指導要領の変遷（１）―戦後新教育から教育内容の現代化とその見直しまで 

4. 学習指導要領の変遷（２）―「生きる力」の強調から学力向上施策に至るまで 

5. 最新の学習指導要領の意義と実践への示唆 

6. カリキュラム編成をめぐる基本概念（１）―「領域論」と「機能論」、領域横断カリキュラムや総合的な学習の時間・特別活動

の展開 

7. カリキュラム編成をめぐる基本概念（２）―排列・配列・選択をめぐる原理、履修の原則 

8. カリキュラム編成をめぐる基本概念（３）―目標・評価論、PDCAサイクルとカリキュラム・マネジメント 

9. カリキュラム編成をめぐる基本概念（４）―カリキュラムの基礎となる「生活」・「地域」概念の検討 

10. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（１）―「羅生門アプローチ」の衝撃と子ども観の諸相 

11. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（２）―構成主義的学力観 

12. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（３）―「学びの共同体」論とその実践のインパクト 

13. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（４）―「かくれたカリキュラム」の検討 

14. カリキュラム・デザインと教師の専門性―「校内授業研究」の果たす役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育実践にかかわる文献（教育雑誌や学術誌など）を毎週 1 本以上読み込み、講義で取り扱った理論的概念や枠組みとどう整

合するのかを追究する（文献は講義にて指示・配布される場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最新の学習指導要領とその解説（とりわけ総則）（文部科学省 HPよりダウンロード可能） 
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参考文献（Readings） 

1. 石井英真、2021、『流行に踊る日本の教育』、東洋館出版社 

2. 金馬国晴、2019、『カリキュラム・マネジメントと教育課程』、学文社 

3. 鹿毛雅治・藤本和久、2017、『「授業研究」を創る』、教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／国際教育論 

(Global Education) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 瑛莉(YAMAZAKI ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は、国際関係や地域間関係、グローバル化する社会に教育にどのような影響を及ぼしているか、また、教育はどのような

役割を担うかについて、明らかにすることを目標とする。特に、持続可能な開発（Sustainable Development）を前提とした国際協力

や教育開発における教育の役割や目的について、関連する論点を整理しながら議論し、理解する。 

 

本講義を通して、次の目標を達成することが期待される； 

1）国際教育学の基礎的知識を習得する 

2）持続可能な開発と教育について、多角的な視点で捉える 

3）事例をもとに、他領域の学問との連携した問題設定を行うことができる 

 

The objective of this course is to clarify what impact education has on international and regional relations, on a globalizing 

society, and on what role education can play. In particular, discuss and understand the role and purpose of education in 

international cooperation and education development on the premise of sustainable development, while organizing related issues. 

 

The following goals are expected to be achieved through this lecture: 

1) Acquire basic knowledge of international pedagogy 

2) Capture sustainable development and education from multiple perspectives 

3) Based on examples, it is possible to set problems in cooperation with academics in other fields 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、持続可能な開発・社会づくりの視点から多面的に捉えることで、教育分野の諸問題のみならず他分野との連携した

課題設定、学際的視点をもつ力を養う。 

 

また、事例にはアフリカ地域を中心に取り上げていきたい。国際関係やグローバル社会において欠かすことのできない地域であ

る。さらに、私たちが「持続可能性」を考えるうえで、学ぶべきことや魅力の宝庫である。生き生きとしたアフリカ社会・文化にも触

れながら、教育が社会形成や未来づくりにどのような影響や役割を持つか考えていきたい。 

 

多面的な視点は多くの対話や議論を通して得られるものである。そのため、本講義ではディスカッションやワークショップなど、受

講生自身が活動する機会を積極的に設ける予定である。 

 

The examples in this lecture focus on the African region. By understanding the current state of contemporary African societies 

from multiple perspectives, from the perspective of sustainable development and social development, we will develop not only 

various issues in the education field but also issues in cooperation with other fields and develop the ability to have an 

interdisciplinary perspective. 

 

Africa is an indispensable region in international relations and the global community. Furthermore, it is a treasure trove of things 

to learn and attractive in considering "sustainability". While touching on lively African societies and cultures, this course would 

like to consider the impact and role of education on social formation and future creation. 

 

A multifaceted perspective is gained through many dialogues and discussions. For this reason, in this lecture, we plan to actively 

provide opportunities for students to participate in activities such as discussions and workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の目的 

2. 国際教育学とは： 

教育学における位置づけ・歴史的背景 

3. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（１）： 

被植民地化と教育 

4. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（２）： 

独立・近代国家形成と教育 
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5. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（３）： 

国際協力・教育開発 

6. 国際関係・グローバル社会における教育の役割（４）： 

開発教育・持続可能な開発のための教育 

7. 持続可能な開発と教育（１） 

開発とは何か 

8. 持続可能な開発と教育（２） 

持続可能性とは何か 

9. 持続可能な開発と教育（３） 

アフリカにおける持続可能な開発と教育 

10. グローバル社会と教育（１）言語・宗教 

主な事例：カメルーン 

11. グローバル社会と教育（２）環境・衛生 

主な事例：エチオピア 

12. 現代アフリカ社会と教育（３）人権・多文化 

主な事例：南アフリカ 

13. 現代アフリカ社会と教育（４）国民統合 

主な事例：ガーナ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に提示する資料に目を通し、自分なりの考えを深めるとともに、日々の事象のなかで教育の意義や役割について考察す

るよう努めてください。また、本講義はディスカッションやグループワークを行うため、積極的な参加を求めます。議論に主体的に

取り組めるよう、事前事後の準備や復習もおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加態度(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定せず、講義内で参考資料等を提示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石附実、1998、『比較・国際教育学』、東信堂 

2. 田中治彦/三宅隆史/湯本浩之編、2016、『SDGs と開発教育：持続可能な開発目標のための学び』、学文社 

3. 蟹江憲史編、2017、『持続可能な開発目標とは何か』、ミネルヴァ書房 

4. 澤村信英、2007、『アフリカの教育開発と国際協力』、明石書店 

上記以外にも授業内にて、参考文献や資料等を提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境教育とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
岩松 真紀(IWAMATSU MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境を守るとはどういうことか、環境教育とは何か。私たちの暮らしや経済をめぐる問題までの視野を持って環境教育を議論でき

るようになることを目標とします。 

 

What does it mean to protect the environment and what is environmental education? Students will develop perspectives on 

issues involving our lifestyles and economies, with the goal of becoming able to discuss environmental education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国内に限らず地球的規模で環境破壊が進み，どのような持続可能な社会をどうやって実現するのかが問われ、そのための

教育が求められています。環境教育について、その方法も含めてグループワークなどを取り入れながら学んでいきます。  

 

Environmental destruction is progressing not only in Japan but also on a global scale, so what kind of sustainable society can be 

created and how? Education regarding these issues is needed. 

Group work will be incorporated so that students will learn about environmental education and its processes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環境教育が提唱されてきた背景 

3. 環境教育とは何か（１） 

4. 環境教育とは何か（２） 

5. 環境教育とは何か（３） 

6. 子どもと環境教育 

7. 自然体験と環境教育 

8. 公害と環境教育（１） 

9. 公害と環境教育（２） 

10. 公害と環境教育（３） 

11. 食と農と環境教育 

12. 自然災害と環境教育 

13. 環境教育と地域づくり 

14. 全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布した資料を使用し、事前事後学習に取組んでください。さらに参考文献を必要に応じ提示しますので、興味のあるもの

を授業の前後に読み理解を深めてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパーの内容や授業で課せられる課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本環境教育学会編、2012、『環境教育』、教育出版 (ISBN:9784316803159) 

2. 朝日新聞科学医療グループ編、2011、『やさしい環境教室 環境問題を知ろう』、勁草書房 (ISBN:9784326653652) 

3. 朝岡幸彦編著、2016、『入門 新しい環境教育の実践』、筑波書房 (ISBN:9784811904900) 

4. 阿部治・野田恵編著、2019、『知る・わかる・伝える SDGs Ⅰ 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生』、学文社 

(ISBN:9784762029233) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち 1～２回程度対面実施、それ以外はライブ参加型オンラインで行なう予定です。 

受講者数や受講者の関心等にそうかたちで授業計画を一部変更する可能性があります。グループワークやグループでの話し合

いを行います。その際は積極的に参加してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表現行為と人間の変容 

担当者名 

（Instructor） 
花崎 摂(HANASAKI SETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用演劇を中心とする表現と人間の関係について考察する。演劇において、表現することと表現を受け止めることは不可分で、

表現することを通じて自己認識と他者認識を深めることができる。自己を肯定し、また他者を肯定することを可能にするベースと

なる身体の感覚をひらき、他者との関係を深く考察することを目指す。 

 

We will consider the relationship between human beings and the act of expression in applied drama/theater. In theater, 

expression is inseparable from accepting the expression of others, and through theater activities, you can deepen your self-

awareness and your understanding of others. We aim to foster the physical sensitivities that underlie self-acceptance and 

acceptance of others, and to ponder our relationships with others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用演劇は、近代における芸術表現としての演劇を拡張し、演劇が本来持っている教育的機能や回復、再生の機能などに再度

注目し、その思想と方法を蓄積してきている。過度な緊張を伴わずに誰もが自らの感じていることや考えを表現しうるように工夫

されたシアターゲームなどをワークショップ形式で経験しながら、表現行為の持つ可能性とそれを可能にする条件について考察

する。 

 

Applied theater has refocused its functions of education, encouragement and  recovery that theater originally has, and has 

accumulated its ideas and methods.  Theater workshop, which consist of various theater games, etc., is designed so that 

anyone can express his/her feelings or thoughts without undue strain. We consider the possibilities of expression and the 

conditions that make it possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「からだとの対話」ー野口体操を通じて感じ、考える 

3. 遊びの絵地図ー子どもの頃の遊びの絵地図を書いてみる 

4. 子どもの頃のエピソードを文章にする 

5. ドラトラ（詩劇）の入口ー子どもの頃のエピソードからグループ作業へ 

6. モノと空間をからだで表す 

7. 音を聞く、音を表すーサウンドスケープの試み 

8. 聞き書きの試み 

9. 障害のある人との表現活動 

10. 矯正教育と表現活動 

11. イメージ・シアターー被抑圧者の演劇１ 

12. イメージ・シアターー被抑圧者の演劇２ 

13. フォーラム・シアターの試みー被抑圧者の演劇３ 

14. 表現行為と人間の変容の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に、感じたこと、思ったこと、考えたことを記述し、リアクションペーパーを提出する。それらを次の授業までにふりかえって

おいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な文献等はプリントで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に、必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能な限り、全授業回対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE414 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本本授業では、特に、発達障

害と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供

への支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

 How should we support development as a person in educational settings based on an academic position known as psychology? 

Supporting children with special educational needs has became a major issue in contemporary educational settings. In this class, 

students will deepen their understanding of supporting those children and aim to develop the basics of on-site practical 

application, with a special focus on two disabilities: developmental disabilities as well as health impairments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

 Class will involve lectures, DVDs and group work. Depending on the number of students, students may also be put into teams 

for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法とは何か 

4. 発達障害の理解と支援(1)：自閉スペクトラム症 

5. 発達障害の理解と支援(2)：限局性学習症 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠如多動症 

7. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

8. 病弱教育の現状と課題 

9. 病弱児の心理 

10. 病弱児をめぐる諸問題：告知と説明 

11. 復学支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 病弱児の社会的自立を見据えたキャリア支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間-2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(40%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本育療学会編、2019、『標準「病弱児の教育」テキスト』、ジアース教育新社 (ISBN:978-4863714939) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク 』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 
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2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 

(ISBN:4054062962) 

3. 国立特別支援教育総合研究所編、2020、『特別支援教育の基礎・基本 2020』、ジアース教育新社 (ISBN:9784863715486) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE415 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会文化歴史的アプローチの立場から、系統発生、社会史、個体発生といった三つのタイムスケールで人間の発達を理解する。 

 

Students will understand human development from a sociocultural-historical approach in three time scales of phylogeny, social 

history and ontogeny. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会文化歴史的（ヴィゴツキアン）アプローチによる精神発達理論を中心に、記号、特に言語を中心に発達心理学の基本的な知

見を紹介し、人間発達の特殊性を検討する。人間とその他の類人猿の違い、学校教育制度下の人々の心性などの検討を通して

ヒトの人間化の過程を知る。さらに遊び、言語を中心とした象徴機能の発達などを検討することで人間の個体発生過程について

の理解を深める。具体的事例を紹介したり、参加者と議論したりしながら進めることで理解の深化をはかる。 

 

Centering on developmental psychology using a sociocultural-historical approach (Vygotskian), students will be introduced to 

the basic knowledge of developmental psychology about symbols, especially language, and consider the particularity of human 

development. Through considering the differences between humans and other anthropoids, and the disposition of people under 

the school education system, students will learn about the process of human development. Furthermore, students will consider 

the development of symbolic functions, etc., focusing on play and language, and deepen their understanding of the process of 

developing human ontogeny. The class aims to introduce specific examples and to deepen students’ understanding as they 

participate and discuss. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：発達心理学とは何か 

2. 心の系統発生：進化の中の人(1) 

3. 心の系統発生：進化の中の人（2） 

4. 心の系統発生：進化の中の人（3） 

5. 心の系統発生：進化の中の人（4） 

6. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（1） 

7. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（2） 

8. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（3） 

9. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（4） 

10. 心の個体発生：乳幼児期の心性(1) 

11. 心の個体発生：乳幼児期の心性(2) 

12. 心の個体発生：乳幼児期の心性(3) 

13. 心の個体発生：乳幼児期の心性(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題レポート(40%) 

授業内で、期限の定められた複数の課題レポートを提出することが求められている。課題レポートを最終授業終了時までに提出

しない場合には履修放棄とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

2. 田島信元他編、2016、『新・発達心理学ハンドブック』、福村書店 (ISBN:9784571230547) 

3. 中島義明編、2001、『現代心理学理論事典』、朝倉書店 (ISBN:425452014X) 

4. 中島義明編、2012、『現代心理学事例事典』、朝倉書店 (ISBN:4254520174) 

5. 佐伯・佐々木編、2013、『アクティブ・マインド』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065108) 

6. トマセロ, M.、2006、『心とことばの起源を探る』、勁草書房 (ISBN:978-4326199402) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 617 - 

■AE417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較教育学の観点からの現在の国際社会と教育課題に関わる比較考察・分析 

担当者名 

（Instructor） 
長濱 博文(NAGAHAMA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「現代教育の諸問題２」 では、開発途上国を中心とした課題に対する理解をより深めると同時に、比較教育学の方法論の観点

から、開発途上国だけでなく、先進国の教育の問題と世界の現状をどのように考えたらよいかについて、各国間の教育に関わる

諸課題（教育制度、教育内容、各教科目、学習指導要領、教授方法など）を客観的且つ批判的に比較考察する。 

 

The Issues in Contemporary Education Ⅱ will deepen your understanding of the current educational issues on developing 

countries as well as developed countries on what you have learned up to the present in terms of comparative education 

methodology on how to think about each countries’ educational issues. We will discuss and consider various Global and 

educational issues (education system, educational content, each subject, course of study, teaching method, etc.) objectively 

from the viewpoint of critical thinking.. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「現代教育の諸問題２」では、本講義のテキスト、及び複数の文献資料を確認し、比較分析の考察方法、分析視点について議

論する。その上で、後半では、受講生各自の興味、関心のある比較教育の分野を中心に、受講生の研究発表をもとに全体で議

論を行う。よって、対面授業となった場合には、調査内容の事前学習、発表資料の作成、発表、議論が科目の評価基準となる。

オンライン授業においても、学生の積極的参加・発言が評価の対象となり、課題レポート作成においても、独自の調査分析が求

められる。 

 

We review several comparative education materials as well as the textbook and discuss the comparative analysis and viewpoints 

on the current educational issues and agendas under the present International chaotic conditions. Then, in the latter half of the 

classes, the students will have the presentations on their research and discuss mainly the educational issues and agendas in 

which they are interested.on the class. Therefore, prior studies of the interested topics, the surveys and makings of 

presentation materials, presentation, and discussions are required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育的事象に関する比較分析の手法（１）：オリエンテーション 

2. 教育的事象に関する比較分析の手法（２）：ＥＳＤと社会的レジリエンス（１） 

3. 教育的事象に関する比較分析の手法（３）：ＥＳＤと社会的レジリエンス（２） 

4. 教育的事象に関する比較分析の手法（４）：ＶＵＣＡ社会と持続可能性（１） 

5. 教育的事象に関する比較分析の手法（５）：ＶＵＣＡ社会と持続可能性（２） 

6. 教育的事象に関する比較分析の手法（６）：エージェンシー的自由とコミットメント（１） 

7. 教育的事象に関する比較分析の手法（７）：エージェンシー的自由とコミットメント（２） 

8. 教育的事象に関する比較分析の手法（８）：エージェンシー的自由とコミットメント（３） 

9. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（１） 

10. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（２） 

11. 教育的事象に関する比較分析：新たな資本連関による社会と教育への影響（３） 

12. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（１） 

13. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（２） 

14. 比較教育学からの分析：調査分析に基づく教育課題に関する研究発表（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前学習は 2 時間を目安に行い、また、レポート、研究発表の準備などには自主学習、事前準備が必要となり、評価の対象と

なるので留意すること。 

 毎回、出席確認を兼ねたレポート課題（小）の提出が求められる。考察、分析に富むレポートは、小レポートであっても、出席確

認だけでなく成績評価の対象とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業内課題レポート(30%)/授業への主体的参加及び発表(25%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤真久・北村友人・馬奈木俊介編、2020、『SDGｓ時代の ESD と社会的レジリエンス』、筑波書房 (ISBN:978-4-8119-0571-

6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中治彦 他 編、2016、『SDGs と開発教育－持続可能な開発目標のための学び－』、学文社 (ISBN:978-4762026492) 

2. 長濱博文、2014、『フィリピンの価値教育 ―グローバル社会に対応する全人・統合アプローチ』、九州大学出版会 (ISBN:978-

4798501246) 

3. 北村友人 他 編、2019、『SDGs 時代の教育－すべての人に質の高い学びの機会を－』、学文社 (ISBN:978-4762028755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
絵本論／読解と創作 

担当者名 

（Instructor） 
広松 由希子(HIROMATSU YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「絵本」を通して、子どもの文化についての思考を深め、子どもたちと共有できる豊かな視覚言語を身につける。 

 

This class will deepen students’ understanding of thoughts on children’s culture through picture books, and help them become 

competent in the visual language that can be shared with children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今東西の絵本を広く紹介し、絵本を多角的に読み解いていく。講義だけでなく、ワークショップや試作を通して、絵本というメディ

アの特性を体感してもらい、子どもたちに伝えたい絵本文化について共に考える。 

 

The class will introduce picture books from all ages and countries and how to analyze them multi-directionally. This class 

includes not only lectures, but also workshops and trial production so that students will get a feeling for the characteristics of 

picture books as media and think about the picture book culture they want to convey to children. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 絵本とはなにか -身体で読む-  

2. 絵本の解剖 -深読みの悦び- 

3. 絵本の方向性 -日本の絵本の特色- 

4. 絵本のリズム -二拍子絵本を考える- 

5. サイズと形 -モノが語ること- 

6. タネからアイディアへ -日常の気づきから- 

7. 登場人物と擬人化 -愛すべきキャラクターとは- 

8. 絵本の世界をイメージする -見えないところをつくり込む- 

9. 物語と展開 -プロットをつくる- 

10. 視点と構図の変化 -絵コンテを描いてみる- 

11. 絵本の「ことば」 -絵の中の音と意味- 

12. 表現と技法 -鉛筆から Pencilまで- 

13. 絵本を読む目 -最初の読者- 

14. まとめ -絵本と社会- 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

特に絵本を自分で選び、授業に持参してもらうことがあるので、留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内に指示した提出物(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 広松由希子、2013、『きょうの絵本あしたの絵本』、文化出版局 (ISBN:9784579304431) 

2. 金原瑞人／ひこ・田中、2018、『13 歳からの絵本ガイド YAのための 100 冊』、西村書店 (ISBN:9784890137879) 

3. まとりょーしか、2003、『小学生が好きになる こんなに楽しい子どもの本』、メイツ出版 (ISBN:9784895776226) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義とあわせ、絵本の制作やワークショップを適宜行う。 

受講者の人数や制作などの進度によって、授業計画は変更する場合がある。 
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全授業回のうち、状況を見て、1回から数回程度の対面実施予定 

 

注意事項（Notice） 
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■AE421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習実践の心理学：新しい学びの場の創造に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校を中心とした現在の日本の子どもたちが置かれた学習環境を批判的に検討し、子どもたちの発達支援に結びつく学習実践

のデザインを構想できるようになること。 

 

Students will critically consider the learning environments, particularly in schools, of Japanese children today, and be able to 

create learning practice designs to support all children’s development, including children in difficult situations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな形で提示される学習実践事例を通して、子どもたちが置かれた学習と発達の状況について心理学的な理解を目指す。

現在の子どもたちの学習環境はどのようなものであろうか。それはそれぞれの子どもが自らを肯定し、積極的に参加することを促

すようなものになっているであろうか。本講義では、日本の子どもたちの学校を中心とした現在の学習状況を確認し、その問題点

を批判的に検討する。これらを通して受講者それぞれが子どもの発達に資する学習環境のデザインを描いてほしい。将来教職に

就く意欲のある者は是非未来のデザイナーとしてこの議論に参加してもらいたい。最終課題（レポート試験内容）はそのデザイン

を描くことである。 

 

Through various forms for presenting learning practice case studies such as video images, students will aim for a psychological 

understanding of how children learn and develop. What are the learning environments for children today? Will they lead to 

affirmation from children themselves, and encourage active participation? Students will find today’s learning conditions, 

particularly in schools, and then deepen their understanding of the problems in learning environments that are affecting children. 

Through these steps, students will be expected to draw various learning environment designs to benefit children’s development. 

Anyone who wants to become a teacher in the future is encouraged to participate in this discussion as a designer of future 

Japanese education. The final task is to propose the design. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「児童・生徒になる」ことの意味（1） 

3. 「児童・生徒になる」ことの意味（2） 

4. 授業で何を学ぶのか：教室談話（１） 

5. 授業で何を学ぶのか：教室談話（2） 

6. 教室のリテラシー（1） 

7. 教室のリテラシー（2） 

8. 学びの場としての教室空間（1） 

9. 学びの場としての教室空間（2） 

10. 指導者のジレンマと成長（1） 

11. 指導者のジレンマと成長（2） 

12. 多様性に戸惑う教室：言語的文化的多様性を持つ子どもたちの学習（1） 

13. 多様性に戸惑う教室：言語的文化的多様性を持つ子どもたちの学習（2） 

14. 新しい学びの場の創造に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で文献を紹介することがあるが、それ以外にも関連する文献を図書館などで自主的に調べることが望ましい。授業で取り

上げた内容を他の履修者と議論して深めるのもよいだろう。 

Blackboard 上に参考文献や資料、授業にかかわる指示がなされることがあるので随時確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(52%)/課題レポート(48%) 

トピック毎に小課題が課される。最終授業日までにすべての小課題を提出しない場合には、履修放棄と見做す。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

講義では、本書の１章から６章の内容に関わるトピックをそれぞれ取りあげる。本書全体を精読し、批判的に吟味することで講義

の理解が深まるであろう。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

2. 石黒広昭、2017、『街に出る劇場』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1588-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

- Develop a long-term and broad perspective through learning history. 

- Deepen an understanding of different cultures by learning different worlds. 

- Develop information literacy through reading and interpreting historical sources and records. 

- Become able to think critically by learning diverse views on history and the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

The present is built upon the past, and learning history is extremely important in understanding the origins of the modern world. 

Since the subject covers world history from ancient times to the present, the aim is not to gain detailed knowledge. Rather, by 

gaining an overall picture of history, we will aim toward learning a historical way of looking at things and developing a diverse 

understanding of the modern world. You will submit several small reports during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニ・レポート（3 回程度実施）(40%) 

感染症拡大の状況などからオンラインでの講義が中心となった場合、筆記試験に代えて授業内の課題を課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長谷川修一・小澤実編、2018、『歴史学者と読む高校世界史』、勁草書房 (ISBN:9784326248483) 

2. 佐藤昇編、2018、『歴史の見方・考え方: 大学で学ぶ「考える歴史」』、山川出版社 (ISBN:9784634640894) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドおよび配布資料を使用した講義形式で行う。なお、初回は対面での講義を行い、以後は感染症拡大の状況や履修者の

意向を踏まえて決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する基本的な知識を身につけ、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

In the learning outline for the history of Japan (pre-modern history), we will gain  basic knowledge relating to Japanese history 

and further develop a historical way of looking at things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

Outlining the history of Japan from the prehistoric and ancient eras to the early modern era. We will explain or introduce 

approaches to different eras, important matters and research trends. As necessary we will aiso look at ways to examine 

historical sources, or to search for literature. This will be taken up in order to enhance your expertise in Japanese history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(10%)/レポートまたは小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

2. 木村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治、2016、『大学でまなぶ日本の歴史』、吉川弘文館 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE504／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学に関する基礎的知識を養い、現実の経済の動きを関心を持って捉えることが出来るようにします。    

 

You will acquire the basic knowledge of economics and learn to be interested in and understand how real economy works.    

 

授業の内容（Course Contents） 

一国の経済活動や変動を、GDPを通して理解できるようにします。国全体の経済活動の水準がどのようにして決定するのかを理

解し、その結果を総計にまとめたり、短期的、長期的な変化を捉えます。そして、政策や資本、技術、制度形成などが一国の経済

活動の水準にどのように影響するかを論じてゆきます。ここでは、日本とアジアを取り上げながら、それらを具体的に見ていくこと

にします。 

 

This course will enable you to understand a country’s economic activities and fluctuations through its GDP. We will gain an 

understanding of how the level of economic activity of an entire country is determined, compile the results in a general 

summary, and grasp the short- and long-term changes. Then, we will discuss how policies and capital, technology, and 

institution-making influence the level of economic activity of an entire country. This course will look into the examples of Japan 

and Asian countries in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容、進め方や評価方法等 

Ⅰ国民経済計算の仕組み：経済活動を量的に把握する 

１．GDP って何？ 

２．GDPで何がわかるの？ 

2. ３．三面等価の原則 

４．GDP と GNPの違いについて 

3. ５．名目 GDP と実質 GDPはどこが違うの？ 

６．GDPデフレータを使って計算してみる 

4. GDPに関する計算と作図（１） 

5. GDPに関する計算と作図（２） 

6. ⅡGDPの短期的変動：景気循環 

１．景気循環とそれを促す要因 

２．景気の良し悪しを判断する方法 

7. ３．日本銀行が行う景気対策 

8. ４．物価と失業率の関係 

 ニートをどう捉えるか？ 

9. ⅢGDPの長期的変動：経済成長 

１．成長要因分析 

10. ２．日本の経済成長の要因（１） 

11. ３．日本の経済成長の要因（２） 

12. ４．アジアの経済視聴の要因 

13. ５．何故豊かになれない国があるの？ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/課題提出(複数回)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義レジュメを配布します。テキストは使用しません。 
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参考文献（Readings） 

1. 宮川・滝澤、2013、『グラフィックマクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-159-2) 

2. 中村勝克、2015、『基本講義マクロ経済学』、新世社 (ISBN:ISBN978-4-88384-223-0) 

3. 大野健一、2005、『途上国ニッポンの歩み』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-16231-X) 

4. 吉野・山上、2017、『金融経済』、慶応大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 629 - 

■AE506 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE506／政治学 

(Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

教職課程登録者のみ履修可 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治の基礎的な知識の把握を本授業のねらいとします。そして、この授業で学ぶ内容と日々生起している政治的現象がどのよう

に関連づけられるかを理解できるようにします。 

 

The aim of this class is for you to develop the basic knowledge of politics. A further aim is for you to be able to understand the 

ways in which what you learn in this class and daily political phenomena are related. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、日本政治の実態的な側面と共に、基礎的な理論や歴史の視点も取り入れながら体系的に理解する力を身に着ける

ことができるように進めていきます。 

 

This class is designed so that you will be able to develop the ability to systematically understand Japanese politics, based on 

knowledge of rear aspects, basic theories, and historical viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

Ⅰ「政治」って何？「政治学」ってどんな学問？ 

2. （１）国家と政治体制について 

3. （２）政治体制の転換とその背景 

4. （３）政治体制の転換とその背景 

5. （４）民主主義、自由主義、自由民主主義と非自由民主主義体制の類型 

6. Ⅱ日本政治体制の変遷を追う 

（１）戦前の政治の担い手の変遷 

7. （２）日本は何故第二次世界大戦へと向かったか？ 

8. （３）一党優位政党制の時代 

9. （４）1990 年以降の政治 

10. Ⅲ政治と経済 

（１）自由貿易 

11. （２）保護貿易と管理貿易 

12. （３）戦後日本の貿易政策 

13. Ⅳアジアの地域統合と日本の役割 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業内で指示する複数回の提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。講義用レジメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

第一回ガイダンスで参考文献リストを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

進行状況次第で上記の授業計画内容は多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 631 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 632 - 

■AE783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 634 - 

■AE785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 635 - 

注意事項（Notice） 
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■AE786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE788／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE789／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF001／教育方法学 

(Teaching Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
より良い学びを支援するための子ども理解と対応方法 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 真晃(SUGIHARA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習にかかわる各種理論に基づく学習者理解と教育方法の在り方や、教育現場で起きうる諸課題に対する教育実践の在り方に

ついて知り、実践の素地を作ることを目指します。そのような活動を通して、問題を発見する力、情報を収集・分析する力、論理的

に考え・表現する力、公共性を身に付けることができ、現在、そして未来のより良い社会・より良い教育を創りだしていく基盤が身

に付きます。 

 

Based on various types of theories regarding learning, students will learn about practical education methods for pupil 

comprehension,education methods and issues that arise at educational settings, as well as aiming to lay real groundwork. 

Through those types ofactivities, students will gain competency in problem identification ability, information collecting and 

analysis skills, logical thinking, expression skills and the public nature of education, as well as developing the foundation for 

creating a better present and future society and education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主体的・対話的で深い学びとは何か、学び方をいかに学ぶか、学ぶ意欲や学ぶ技術などをいかに高めるか、多様な子どもをいか

にインクルーシブに学ばせるか等についての各種理論に基づく、学習者理解と教育の方法について検討します。また、学校現場

で起きうる諸課題を事例で知り、それに対する実践の在り方についても検討します。単に方法論を学ぶだけでなく、その目的や価

値を問うことも行います。 

 

Students will consider pupil comprehension and educational methods based on various theories relating to the meaning of 

subjective and interactive learning, ways of learning, appetite for learning and learning techniques, etc., and how to increase 

these, etc. Also, students will know about case studies involving various issues that arise in educational settings. Students will 

not only learn about methodology but also inquire about goals and values. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。主体的・対話的で深い学びとは何か 

2. 学び方の学習 

3. 学習意欲を高める方法 

4. 時間と環境の活用 

5. 授業の効果的な受け方 

6. 授業デザイン、対話的・協同的な学びの支援 

7. 発達障害と教育方法 1 

8. 発達障害と教育方法 2 

9. 外国にルーツをもつ子どもと教育方法 

10. LGBTQ と教育方法 

11. 事例検討 1：チームによる検討 

12. 事例検討 2：個人による検討 

13. 何のための学力・学習か 

14. まとめ、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、各回の授業で扱う資料を事前に読んできてください。 

事前に読み、 

「分からなかったので質問したい点、読んだ感想・考察」 

などをワークシートに記述してきてください。 

復習を兼ねて、その日に学んだことを「総合考察」としてワークシートに記入し、提出してください。 

 

予習を前提とした授業です。 

予習をふまえて、授業内では質疑応答・意見交換を行います。 
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「わからないこと」「もっと知りたいこと」をそのままにせず、ぜひ積極的に学びを進めていきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のワークシート(50%)/生活・学業計画表等(20%)/事例検討課題（チーム、個人）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グループ・ディダクティカ編、2019、『深い学びを紡ぎだす：教科と子どもの視点か』、勁草書房 (ISBN:4326251328) 

2. 市川伸一、2018、『勉強法の科学：心理学から学習を探る』、岩波書店 (ISBN:4000296116) 

3. 古荘純一ほか、2014、『神経発達症(発達障害)と思春期・青年期：「受容と共感」から「傾聴と共有」へ』、明石書店 

(ISBN:4750340685) 

4. 田中耕治ほか、2012、『新しい時代の教育方法』、有斐閣 (ISBN:4641124795) 

5. 辰野千壽、2006、『学び方の科学：学力向上に生かす AAI』、図書文化社 (ISBN:4810064735) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF004／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. 

Students will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own 

experiences and feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 子どもの養育環境 

8. 保護者との連携と保護者支援 

9. 性にまつわる問題と教育 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

日常的に、教育にまつわる問題に関して、新聞やニュース等で情報を収集し、自分自身の考えをまとめるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で指示したワークシート(15%)/リアクションペーパー(15%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高岸幸弘・蔵岡智子・井出智博、2018、『これからの教育相談』、北樹出版 (ISBN:4779305624) 

その他の文献については、授業内で推薦図書リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、対面とオンラインを組み合わせ、講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

授業形式については、初回は対面とし、それ以降は、対面でのグループワークが安全に実施可能な状況となっていれば対面、そ

うでなければオンライン中心とする。 

※なお、前後に履修している授業の実施形態等、個々の学生の事情に応じ、指定の方法以外での履修も可能になるよう配慮す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF005／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 直巳(KUWABARA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and 

philosophically, aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will understand 

the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students will be able 

to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. Students will be 

able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral education. Students 

will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. Through holding 

model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 

5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な
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内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『小学校学習指導要領解説道徳編』、日本文教出版 

2. 文部科学省、『中学校学習指導要領解説道徳編』、日本文教出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 西野真由美・鈴木明雄・貝塚茂樹、2017、『「考え、議論する道徳の指導法と評価』、教育出版 (ISBN:978-4-316-80447-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 650 - 

■AF012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF012／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動（１）（集団の教育） 

3. 学級活動（２）（個への教育） 

4. 学級活動（３）（キャリア教育） 

5. 学級経営と学級活動の関係（目標と内容） 

6. 児童会活動・生徒会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動・生徒会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 上岡学、2020、『アクティベート教育学１１特別活動の理論と実践』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-08538-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『学習指導要領 特別活動編』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF013／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内最終レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法 ａ 

(Teaching Methods: Sciences a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科の理論と授業設計 

担当者名 

（Instructor） 
雲財 寛（UNZAI HIROSHI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における目標，育成を目指す資質・能力，小学校理科の内容構成の原理を理解するとともに，小学校理科の学習指

導，評価，教材開発について学び，授業設計を行う方法を身につける。 

 

To understand the educational goals of elementary school science, the qualities and abilities to be cultivated, and the principles 

of the content structure of elementary school science. To learn about learning guidance, evaluation, and development of 

teaching materials for elementary school science. To acquire methods for designing elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の構造をもとに，小学校理科における目標，育成を目指す資質・能力，内容の構成などを講義する。また，可能な

限り具体的な観察や実験を行い，教材研究の方法や指導上の留意点についても解説し，それらを踏まえて，学習指導案の作成

と模擬授業を実施する。 

 

To understand the educational goals of elementary school science, the qualities and abilities to be cultivated, and the principles 

of the content structure of elementary school science. To learn about learning guidance, evaluation, and development of 

teaching materials for elementary school science. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科における目標とその構造） 

2. 小学校理科で育成を目指す資質・能力 

3. 小学校理科における内容の構成 

4. エネルギー領域の特徴と教材研究の方法 

5. 粒子領域の特徴と教材研究の方法 

6. 生命領域の特徴と教材研究の方法 

7. 地球領域の特徴と教材研究の方法 

8. ICTを活用した観察・実験の方法 

9. 小学校理科における学習指導の理論 

10. 理科に関する小学生の発達と実態 

11. 小学校理科における評価の方法 

12. 学習指導案の作成の方法（１） 

13. 学習指導案の作成の方法（２） 

14. 模擬授業の実施と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業を設計するうえで重要なのは，目的（なぜ教えるのか），方法（どのように教えるのか），内容（何を教えるのか），評価（どのよ

うに評価するのか）という４つの視点である。これらの視点をもとに，各講義内容を自分の言葉で整理していくとともに，理科という

教科の固有性について考察していくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業中に提出するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版 なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』、東洋館出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法 ａ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自と他をつなぐメディアとしての素材と表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

造形表現への理解をもとに、子どもの関心や実態に即した活動を計画することができるようになる。子どもの身体性を重視し、自

ら教材研究を通して豊かで多様な表現を誘発する働きかけを模索する姿勢を身につける。 

 

The students will be able to plan activities in line with children’s interests and realities based on their understanding of 

formative expressions. The students acquire an attitude in which they prioritize children’s physicality and pursue ways to bring 

out rich and diverse expressions from children by studying teaching materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校学習指導要領をもとに、領域「表現」、「鑑賞」、「共通事項」と各学年の目標と内容について学びながら、受講者が自ら指

導計画を立て、模擬授業を行う。教材研究、学習指導要領の書き方、年間指導計画の立て方、評価方法等についても学んでい

く。 

 

Based on the Elementary School Curriculum Guidelines, the students learn about the learning arenas of “expression”, 

“appreciation”, and “common matters”, as well as the goals and study contents set up for respective school year. Then, they 

independently prepare a teaching plan and organize a mock lesson. The students also learn about how to study teaching 

materials, write curriculum guidelines, establish annual teaching plans, and assess children’s progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「初等教育における図画工作科の変遷」  

2. 領域「表現」について 

3. 領域「鑑賞」について 

4. 〔共通事項〕と各学年で使用する素材や用具について 

5. 図画工作科の評価について 

6. 学習指導案の作成と教材の考え方について 

7. 学習指導案の作成（１） 

8. 学習指導案の作成（２） 

9. 授業提案と模擬授業（１） 

10. 授業提案と模擬授業（２） 

11. 授業提案と模擬授業（３） 

12. 授業提案と模擬授業（４） 

13. 年間指導計画の作成 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図画工作科の学習指導計画立案においては、立案者がその素材や用具、活動の指導ができることが必要である。また、その活

動を通して子どもたちがどのような点に関心をもち、楽しさを感じるか、体験を通して理解することが必要である。そのため、授業

外でも教材研究を通して計画の改善を図ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案及び模擬授業(40%)/リアクションペーパー(30%)/レポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小松佳代子 編、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978‐4‐7947‐07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 
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3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

4. ポール・タフ、2017、『私たちは子どもに何ができるのか――非認知能力を育み、格差に挑む』、英知出版 (ISBN:978‐

4862762467) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育科教育法 

(Teaching Methods: Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校体育科授業を実施するために授業指導案を作成し，実際に模擬授業を行うことで，小学校体育における指導上の留意点

について学習する。 

 

Students will create class lesson plans for carrying out elementary school physical education classes, and by conducting actual 

mock classes, learn points to remember for instructing elementary school physical education classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業指導案をもとに運動の楽しさを体験することや心身の健全な発達を目指したプログラムを計画する。その際には，安全確

保， 動機付けや個人差の考慮など，体を動かす実技指導特有の問題を踏まえた授業運営が必要となる。また，授業進行を考え

ると，児童を整列させることやグルーピングなど指示の出し方によって成果が違ってくる。このような点を考え，模擬授業終了後

に，振り返りの討論の時間を設ける。各授業の時間配分は以下の通りである。 

１．出席と模擬授業の準備，確認 15 分 

２．模擬授業 45 分 

３．振り返りの討論 25 分 

４．まとめ 5 分 

あらかじめ少人数のグループを作り「指導案の作成」「模擬授業」「模擬授業レポートの作成」を行っていく。授業は担当グループ

以外の学生が児童役で実施するものとする。模擬授業終了後，振り返りの討論で楽しく魅力的な体育授業について議論する。 

 

Based on their class lesson plans, students will plan a program aimed at letting pupils experience the fun of exercise and 

developing physical and mental health. At that time, it will be necessary to run a class that is based on problems specific to 

coaching athletics such as consideration of safety checks, motivation and individual differences, etc. Also, when students think 

about the progression of the class, they will get different results depending on how they give directions to line pupils up in rows 

or form groups, etc. Students will think about these kinds of points, and after completing a mock class will be given time to 

discuss their reflections on it. Each class will follow the below time schedule. 

1. Attendance check and mock class preparation and checking, 15 minutes. 

2. Mock class 45 minutes 

3. Reflection discussion 25 minutes 

4. Summary 5 minutes 

Students will make small groups in advance and carry out “writing instruction plans,” “mock classes,” and “writing reports on 

mock classes.” For class, students other than those in the group in charge will take on the roles of pupils. After finishing the 

mock class, students will have a reflective discussion about creating fun and appealing physical education classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよびグルーピング 

2. 模擬授業１ 

3. 模擬授業２ 

4. 模擬授業３ 

5. 模擬授業４ 

6. 模擬授業５ 

7. 模擬授業６ 

8. 模擬授業７ 

9. 模擬授業８ 

10. 模擬授業９ 

11. 模擬授業 10 

12. 模擬授業 11 

13. 模擬授業 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業のための準備（シミュレーション）を事前に十分行うこと。また，２回目以降は運動が出来る服装，靴に着替えて集合する
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こと。施設はポール・ラッシュ・アスレチックセンター地下２階アリーナ、４階多目的コート、地下１階プールを使用予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(40%)/指導実践内容(30%)/指導案レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

2. 鈴木直樹 他 編著、2013、『学び手の視点から創る小学校の体育授業』、大学教育出版 (ISBN:978-4-86429-243-6) 

3. 日本サッカー協会、2014、『サッカー指導の教科書』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03023-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職研究 

(Studies on Teaching Profession) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、教職に関する、一定の社会的・制度的・歴史的・法的知識を身につけ、またそれに対する主体的認識を養うことを目的

とする。教職に関する専門的な理解を深めつつ、自らの適性を判断して、進路選択に資する教職のあり方について理解すること

を目指す。 

 

The purpose of this lecture is, first, to provide students with social, institutional, historical, and legal knowledge related to the 

teaching profession. Secondly, this course is designed to help each student develop a subjective awareness of the teaching 

profession. This lecture aims to help students deepen their professional understanding of the teaching profession, determine 

their own aptitude, and understand how the teaching profession can help them choose their own career path. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職および学校教育の社会的意義とともに、今日の教育の動向を踏まえて、教員に求められ役割や資質、職務内容や職務上の

義務についても理解する。適宜グループワークや模擬授業などを行いながら、教職のあり方を問い続ける姿勢を作りたい。 

 

This lecture will prepare the participants to understand the social meanings of the teaching profession and school education, as 

well as the roles and qualities required of teachers in consideration of today's trends in education, their duties and obligations. 

In this lecture, group work and mock classes will be conducted to encourage students to continue to question the nature of the 

teaching profession. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「教員」とは何か考える 

3. 日本における教員養成の歩みⅠ 

4. 日本における教員養成の歩みⅡ 

5. 教員の服務 

6. 教員の資格と任用 

7. 中間振り返り 

8. 教員免許制度とその動向Ⅰ 

9. 教員免許制度とその動向Ⅱ 

10. 多様な教職員とその制度 

11. 校務分掌と職務の実態 

12. 学校についての法令Ⅰ 

13. 学校についての法令Ⅱ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストの指定箇所を読み、関連事項について自分なりに調べてくること。 

毎回の授業後には、授業内容を振り返るコメントを提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/コメントおよびワークシートの内容と提出状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋陽一編、2021 年、『チーム学校の教諭論』、武蔵野美術大学出版局 (ISBN:9784864631259) 

(2021.8.26 変更)【変更前】高橋陽一編『新しい教師論』武蔵野美術大学出版局 2014 年 ISBN：9784864630153 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018 年、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034607) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ａ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業後間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不

足している知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて各講師からの紹介がある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。教育実習による欠席者に対する

補講をする場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｂ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
田中 里佳(TANAKA RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業後間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不

足している知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて各講師からの紹介がある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。教育実習による欠席者に対する

補講をする場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｃ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education) c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業後間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不

足している知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

When students work as teachers at elementary schools in the near future, they will reflect on the following four points studied 

during their four years at Rikkyo University, and as needed supplement any insufficient knowledge or motivation. 

A) Sense of motivation and responsibility to elementary school teachers 

B) Proficiency in handling personal relationships as a member of society 

C) Knowledge related to pupil understanding and class management 

D) Knowledge related to subject instruction 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

The subject group will be divided into three parts, and each will, together with three managing teachers, carry out lectures and 

learning in small groups according to themes, as well as having the entire group (as needed, this may also include lectures from 

outside teachers), listen to talks about movements toward revised curriculum guidelines and elementary school education, and 

give mock seminars together as a class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 
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   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。とくに、教育学科からの履修ファイルを活用するので、折々の

必要性に応じて履修カルテの記入を忘れないようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて各講師からの紹介がある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。教育実習による欠席者に対する

補講をする場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／初等教育実習 

(Teaching Practices in Primary School) 

担当者名 

（Instructor） 

秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

和田 悠(WADA YU) 

渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

稲田 素子(INADA MOTOKO) 

赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

小谷 由美(KOTANI YUMI) 

田中 里佳(TANAKA RIKA) 

若林 富男(WAKABAYASHI TOMIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践を通して，学校とそれを取り巻く状況や児童への理解を深めるとともに，授業づくりの体験的学習を通して、教師として

の力量形成の第一歩とする。また教職への適性を最終的に見定める。 

 

Along with deepening their understanding of schools, the situations surrounding them and children, through education practice, 

students will also take the first steps toward developing proficiency as teachers through classes that develop their abilities. 

Also, students will ultimately judge their suitability for becoming teachers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育実習は、事前指導、学校現場での教育実習、事後指導の 3つから成り立つ。 

事前指導では，指導担当教員との打合わせ，実習への心構えや諸注意に関する具体的な講義，現職教員による講話を予定して

いる。学校現場での教育実習は 4 週間とし、大学の担当教員は小学校に出向いて授業を参観、講評するなどを行う。事後指導

では，実習の振り返りと，教育問題についての講話を通して，各自の実習体験を対象化できるようにする。 

 

The teaching practicum is comprised of three parts: prior instruction, teacher practicum on-site at schools and follow-up 

instruction. 

In the prior instruction, students will meet with the instructing teacher in charge, have a specific lecture relating to practicum 

preparation and various points of caution, as well as attending a lecture from a current teacher. Students will have four weeks 

of teaching practicum on-site at a school, and the university instructor in charge will observe and evaluate their classes. In the 

follow-up instruction, students will reflect on the practicum, and through discussing education problems, each student’s 

practicum experience will be addressed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回事前指導－手続きの説明，実習担当教員との打合わせ 

2. 事前指導 

3. 第２回事前指導－実習の意義と位置づけ，児童理解・指導法などに関する講義 

4. 第３回事前指導－現職教員による講話 

5. 春学期教育実習 

6. 春学期教育実習 

7. 春学期教育実習 

8. 春学期教育実習 

9. 春学期事後指導 

10. 秋学期教育実習 

11. 秋学期教育実習 

12. 秋学期教育実習 

13. 秋学期教育実習 

14. 秋学期事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業外に指導を受けたり、近隣の学校訪問をしたりすることがある。 

テキストをよく読んで理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習レポート(40%)/各学校での教育実習の取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『初等教育実習必携』『教育実習の記録』（大学から配布する） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．3 年次から既に事前指導が始まるのでそれらの授業にも必ず出席すること。 

２．事前事後指導、教育実習共に通常の授業以上の時間を必要とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ａ 

(Music: Vocal and Instrument 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、共通教材を中心とし

た小学校教材曲の歌唱と伴奏を行う。また、リコーダー演奏の基本を習得する。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales, and chords. Students 

will perform small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials corresponding to 

their own abilities. Students will also learn the basics of recorder playing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動、リコーダーは一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な

知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught individually outside of 

class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from 

elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary 

school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、季節の歌唱教材 

3. 拍子、第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第 2 学年歌唱共通教材の伴奏 

5. 音程、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

6. 長調の音階 

7. 短調の音階 

8. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏各種打楽器の演奏法 

9. 中間まとめ、リコーダーへの導入 

10. 和音の基礎知識、リコーダー教材 

11. 主要三和音と属七、季節の歌唱教材 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダー教材 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

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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■AF122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、共通教材を中心とし

た小学校教材曲の歌唱と伴奏を行う。また、リコーダー演奏の基本を習得する。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales, and chords. Students 

will perform small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials corresponding to 

their own abilities. Students will also learn the basics of recorder playing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動、リコーダーは一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な

知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught individually outside of 

class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from 

elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary 

school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、季節の歌唱教材 

3. 拍子、第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第 2 学年歌唱共通教材の伴奏 

5. 音程、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

6. 長調の音階 

7. 短調の音階 

8. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏各種打楽器の演奏法 

9. 中間まとめ、リコーダーへの導入 

10. 和音の基礎知識、リコーダー教材 

11. 主要三和音と属七、季節の歌唱教材 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダー教材 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

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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■AF123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、共通教材を中心とし

た小学校教材曲の歌唱と伴奏を行う。また、リコーダー演奏の基本を習得する。 

 

Students will learn how to read staff notation, and understand musical intervals, major and minor scales, and chords. Students 

will perform small piano pieces and sing and accompany pieces from the elementary school course materials corresponding to 

their own abilities. Students will also learn the basics of recorder playing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動、リコーダーは一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な

知識・技能から始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught individually outside of 

class hours. Students will start learning this knowledge and these skills from the basic level, mainly focusing on pieces from 

elementary school course materials. Students will develop proficiency in music theory and techniques needed for elementary 

school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、拍・リズム・テンポ、音符と休符 

2. 五線と音名、季節の歌唱教材 

3. 拍子、第１学年歌唱共通教材の歌唱 

4. 第 3 回までの補足、第 2 学年歌唱共通教材の伴奏 

5. 音程、第１学年歌唱共通教材の伴奏 

6. 長調の音階 

7. 短調の音階 

8. 調号、第２学年歌唱共通教材の伴奏各種打楽器の演奏法 

9. 中間まとめ、リコーダーへの導入 

10. 和音の基礎知識、リコーダー教材 

11. 主要三和音と属七、季節の歌唱教材 

12. 五線譜に使われるいろいろな記号と音楽用語、リコーダー教材 

13. 楽典事項の復習、季節の歌唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に複数回の実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

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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■AF125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ａ 

(Music: Vocal and Instrument 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will  understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours.  Based on the content of  "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will  understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours.  Based on the content of  "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和音、コードネームを理解し、小学校教材曲の弾き歌いをする。声、リコーダー、各種打楽器等を用いたアンサンブルをする。 

 

Students will  understand chord names and learn how to sing and accompany pieces from the elementary school course 

materials. Students will perform using various instruments such as recorders and percussion instruments, sing and play them 

together.  

 

授業の内容（Course Contents） 

音楽理論、歌唱、リコーダー、打楽器の活動は一斉指導により、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも音楽実技 1 で

の学習内容を発展、応用させ、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

Music theory and singing, recorder and percussion activities will be taught in a class setting. Piano lessons will be taught 

individually outside of class hours.  Based on the content of  "music practice 1", students will develop proficiency in music 

theory and techniques needed for elementary school classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長調および短調の音階と和音の復習、季節の歌唱教材 

2. 音階と和音の基礎練習、メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. 音階と和音の基礎練習、マイナーコード、セブンスコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

4. ハ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第３学年の歌唱共通教材 

5. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材 

7. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、声のアンサンブル 

9. 短調のコードネーム伴奏、声のアンサンブル 

10. 短調のコードネーム伴奏、各種打楽器を含んだ教材 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、各種打楽器を含んだ教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル 

13. 器楽合奏、合唱、歌唱共通教材まとめ 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の提出課題(20%)/実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(30%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ａ 

(Art Education 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素材と環境から誘発される表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの造形活動を体験することによって受講者自身が造形的な視点を身につける。行為を通し、子どもの成長や学びと造形表

現との関係について考える。何よりも、様々な素材や行為を通し、受講者自身が表現することの楽しさや意義を感じられることを

目標とする。 

 

By experiencing children’s formative activities, the students obtain formative perspectives. Through these activities, the 

students delve into the relationship of children’s growth and learning with their formative expressions. Through various materials 

and activities, the course aims to let students know the fun and significance of expression by themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の表現分野には「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す活動」があり、そのすべての活動について体験を通し

て学んでいく。行為や表現の過程を、結果と同様、もしくはそれ以上に重視するという近年の教科の考え方から子どもの表現活

動を捉えなおし、表現活動と人間の育ちの関係について考えていく。 

 

The elementary school’s Arts and Crafts lessons consist of “formative play” and “activities expressed in drawings, solid figures, 

and crafts” in the field of expression, and the students learn all of these activities through first-hand experiences. By reframing 

children’s expressive activities based on the recent concept of the subject, which is to give the act of expression and its 

processes the same or more priority than the result, the students examine the relationship between expressive activities and 

human growth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「造形表現と人間の変容」 

2. 様々な素材に描く 

3. 身近な素材からの造形－「自」と「他」を見つめる―（１） 

4. 身近な素材からの造形－「自」と「他」を見つめる―（２） 

5. 写し取る形（１） 

6. 写し取る形（２） 

7. 版に表す活動（１） 

8. 版に表す活動（２） 

9. 「造形遊び」と身体的感受性（１） 

10. 「造形遊び」と身体的感受性（２） 

11. モダンテクニック－偶然の色・形との出会い－（１） 

12. モダンテクニック－偶然の色・形との出会い－（２） 

13. コラージュ 

14. 鑑賞と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の活動を振り返り、半期の学びをまとめたポートフォリオを作成する。美術作品に限らず、身の回りの事象、自分を取り巻く

物質に関心をもち、能動的に関わる。また、美術、音楽、演劇鑑賞、読書など芸術に触れ、人間の表現活動についての考察を深

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ポートフォリオ(40%)/リアクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 683 - 

1. 小松佳代子 編、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978-4-7947-07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 

3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省 HP：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_008.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■AF142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ｂ 

(Art Education 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素材と環境から誘発される表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの造形活動を体験することによって受講者自身が造形的な視点を身につける。行為を通し、子どもの成長や学びと造形表

現との関係について考える。何よりも、様々な素材や行為を通し、受講者自身が表現することの楽しさや意義を感じられることを

目標とする。 

 

By experiencing children’s formative activities, the students obtain formative perspectives. Through these activities, the 

students delve into the relationship of children’s growth and learning with their formative expressions. Through various materials 

and activities, the course aims to let students know the fun and significance of expression by themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の表現分野には「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す活動」があり、そのすべての活動について体験を通し

て学んでいく。行為や表現の過程を、結果と同様、もしくはそれ以上に重視するという近年の教科の考え方から子どもの表現活

動を捉えなおし、表現活動と人間の育ちの関係について考えていく。 

 

The elementary school’s Arts and Crafts lessons consist of “formative play” and “activities expressed in drawings, solid figures, 

and crafts” in the field of expression, and the students learn all of these activities through first-hand experiences. By reframing 

children’s expressive activities based on the recent concept of the subject, which is to give the act of expression and its 

processes the same or more priority than the result, the students examine the relationship between expressive activities and 

human growth. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「造形表現と人間の変容」 

2. 様々な素材に描く 

3. 身近な素材からの造形－「自」と「他」を見つめる―（１） 

4. 身近な素材からの造形－「自」と「他」を見つめる―（２） 

5. 写し取る形（１） 

6. 写し取る形（２） 

7. 版に表す活動（１） 

8. 版に表す活動（２） 

9. 「造形遊び」と身体的感受性（１） 

10. 「造形遊び」と身体的感受性（２） 

11. モダンテクニック－偶然の色・形との出会い－（１） 

12. モダンテクニック－偶然の色・形との出会い－（２） 

13. コラージュ 

14. 鑑賞と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の活動を振り返り、半期の学びをまとめたポートフォリオを作成する。美術作品に限らず、身の回りの事象、自分を取り巻く

物質に関心をもち、能動的に関わる。また、美術、音楽、演劇鑑賞、読書など芸術に触れ、人間の表現活動についての考察を深

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ポートフォリオ(40%)/リアクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 685 - 

1. 小松佳代子、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978-4-7947-07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 

3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省 HP：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_008.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■AF145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ａ 

(Art Education 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素材と環境から誘発される表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの造形活動を受講者自身が体験しながら造形的な視点を身につける。行為を通し、子どもの成長や学びと造形表現との

関係について考える。何よりも、様々な素材や行為を通し、受講者自身が表現することの楽しさや意義を感じられることを目標と

する。 

 

By experiencing children’s formative activities, the students obtain formative perspectives. Through these activities, the 

students delve into the relationship of children’s growth and learning with their formative expressions. Through various materials 

and activities, the course aims to let students know the fun and significance of expression by themselves.  

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の表現分野には「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す活動」があり、そのすべての活動について体験を通し

て学んでいく。行為や表現の過程を、結果と同様、もしくはそれ以上に重視するという近年の教科の考え方から子どもの表現活

動を捉えなおし、表現活動と人間の育ちの関係について考えていく。 

 

The elementary school’s Arts and Crafts lessons consist of “formative play” and “activities expressed in drawings, solid figures, 

and crafts” in the field of expression, and the students learn all of these activities through first-hand experiences. By reframing 

children’s expressive activities based on the recent concept of the subject, which is to give the act of expression and its 

processes the same or more priority than the result, the students examine the relationship between expressive activities and 

human growth.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「造形表現と教育」 

2. ワークショップ（１） 

3. ワークショップ（２） 

4. 空間をつくる（１） 

5. 空間をつくる（２） 

6. 環境と表現（１） 

7. 環境と表現（２） 

8. 造形と文化（１） 

9. 造形と文化（２） 

10. 造形と文化（３） 

11. 版に表す活動（１） 

12. 版に表す活動（２） 

13. 版に表す活動（３） 

14. 鑑賞と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の活動を振り返り、半期の学びをまとめたポートフォリオを作成する。美術作品に限らず、身の回りの事象、自分を取り巻く

物質に関心をもち、能動的に関わる。また、美術、音楽、演劇鑑賞、読書など芸術に触れ、人間の表現活動についての考察を深

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ポートフォリオ(40%)/リアクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 小松佳代子 編、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978‐4‐7947‐07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 

3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省 HP：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_008.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■AF146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ｂ 

(Art Education 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
素材と環境から誘発される表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子どもの造形活動を受講者自身が体験しながら造形的な視点を身につける。行為を通し、子どもの成長や学びと造形表現との

関係について考える。何よりも、様々な素材や行為を通し、受講者自身が表現することの楽しさや意義を感じられることを目標と

する。 

 

By experiencing children’s formative activities, the students obtain formative perspectives. Through these activities, the 

students delve into the relationship of children’s growth and learning with their formative expressions. Through various materials 

and activities, the course aims to let students know the fun and significance of expression by themselves.  

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の表現分野には「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す活動」があり、そのすべての活動について体験を通し

て学んでいく。行為や表現の過程を、結果と同様、もしくはそれ以上に重視するという近年の教科の考え方から子どもの表現活

動を捉えなおし、表現活動と人間の育ちの関係について考えていく。 

 

The elementary school’s Arts and Crafts lessons consist of “formative play” and “activities expressed in drawings, solid figures, 

and crafts” in the field of expression, and the students learn all of these activities through first-hand experiences. By reframing 

children’s expressive activities based on the recent concept of the subject, which is to give the act of expression and its 

processes the same or more priority than the result, the students examine the relationship between expressive activities and 

human growth.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「造形表現と教育」 

2. ワークショップ（１） 

3. ワークショップ（２） 

4. 空間をつくる（１） 

5. 空間をつくる（２） 

6. 環境と表現（１） 

7. 環境と表現（２） 

8. 造形と文化（１） 

9. 造形と文化（２） 

10. 造形と文化（３） 

11. 版に表す活動（１） 

12. 版に表す活動（２） 

13. 版に表す活動（３） 

14. 鑑賞と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の活動を振り返り、半期の学びをまとめたポートフォリオを作成する。美術作品に限らず、身の回りの事象、自分を取り巻く

物質に関心をもち、能動的に関わる。また、美術、音楽、演劇鑑賞、読書など芸術に触れ、人間の表現活動についての考察を深

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ポートフォリオ(40%)/リアクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 小松佳代子 編、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978‐4‐7947‐07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 

3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文部科学省 HP：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387017_008.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■AF149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名 

2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール・ボルダリング）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（プレルボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット・フラッグフットボール） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 器械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法 b 

(Teaching Methods: Sciences b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科の理論と授業設計 

担当者名 

（Instructor） 
雲財 寛（UNZAI HIROSHI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における目標，育成を目指す資質・能力，小学校理科の内容構成の原理を理解するとともに，小学校理科の学習指

導，評価，教材開発について学び，授業設計を行う方法を身につける。 

 

To understand the educational goals of elementary school science, the qualities and abilities to be cultivated, and the principles 

of the content structure of elementary school science. To learn about learning guidance, evaluation, and development of 

teaching materials for elementary school science. To acquire methods for designing elementary school science classes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領の構造をもとに，小学校理科における目標，育成を目指す資質・能力，内容の構成などを講義する。また，可能な

限り具体的な観察や実験を行い，教材研究の方法や指導上の留意点についても解説し，それらを踏まえて，学習指導案の作成

と模擬授業を実施する。 

 

To understand the educational goals of elementary school science, the qualities and abilities to be cultivated, and the principles 

of the content structure of elementary school science. To learn about learning guidance, evaluation, and development of 

teaching materials for elementary school science. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科における目標とその構造） 

2. 小学校理科で育成を目指す資質・能力 

3. 小学校理科における内容の構成 

4. エネルギー領域の特徴と教材研究の方法 

5. 粒子領域の特徴と教材研究の方法 

6. 生命領域の特徴と教材研究の方法 

7. 地球領域の特徴と教材研究の方法 

8. ICTを活用した観察・実験の方法 

9. 小学校理科における学習指導の理論 

10. 理科に関する小学生の発達と実態 

11. 小学校理科における評価の方法 

12. 学習指導案の作成の方法（１） 

13. 学習指導案の作成の方法（２） 

14. 模擬授業の実施と振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業を設計するうえで重要なのは，目的（なぜ教えるのか），方法（どのように教えるのか），内容（何を教えるのか），評価（どのよ

うに評価するのか）という４つの視点である。これらの視点をもとに，各講義内容を自分の言葉で整理していくとともに，理科という

教科の固有性について考察していくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業中に提出するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 角屋重樹、2019、『改訂版 なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 理科編』、東洋館出版社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 694 - 

■AF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自と他をつなぐメディアとしての素材と表現 

担当者名 

（Instructor） 
南雲 まき(NAGUMO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

造形表現への理解をもとに、子どもの関心や実態に即した活動を計画することができるようになる。子どもの身体性を重視し、自

ら教材研究を通して豊かで多様な表現を誘発する働きかけを模索する姿勢を身につける。 

 

The students will be able to plan activities in line with children’s interests and realities based on their understanding of 

formative expressions. The students acquire an attitude in which they prioritize children’s physicality and pursue ways to bring 

out rich and diverse expressions from children by studying teaching materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校学習指導要領をもとに、領域「表現」、「鑑賞」、「共通事項」と各学年の目標と内容について学びながら、受講者が自ら指

導計画を立て、模擬授業を行う。教材研究、学習指導要領の書き方、年間指導計画の立て方、評価方法等についても学んでい

く。 

 

Based on the Elementary School Curriculum Guidelines, the students learn about the learning arenas of “expression”, 

“appreciation”, and “common matters”, as well as the goals and study contents set up for respective school year. Then, they 

independently prepare a teaching plan and organize a mock lesson. The students also learn about how to study teaching 

materials, write curriculum guidelines, establish annual teaching plans, and assess children’s progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「初等教育における図画工作科の変遷」  

2. 領域「表現」について 

3. 領域「鑑賞」について 

4. 〔共通事項〕と各学年で使用する素材や用具について 

5. 図画工作科の評価について 

6. 学習指導案の作成と教材の考え方について 

7. 学習指導案の作成（１） 

8. 学習指導案の作成（２） 

9. 授業提案と模擬授業（１） 

10. 授業提案と模擬授業（２） 

11. 授業提案と模擬授業（３） 

12. 授業提案と模擬授業（４） 

13. 年間指導計画の作成 

14. 振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

図画工作科の学習指導計画立案においては、立案者がその素材や用具、活動の指導ができることが必要である。また、その活

動を通して子どもたちがどのような点に関心をもち、楽しさを感じるか、体験を通して理解することが必要である。そのため、授業

外でも教材研究を通して計画の改善を図ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案及び模擬授業(40%)/リアクションペーパー(30%)/レポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:4536590110) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小松佳代子 編、2012、『周辺教科の逆襲』、叢文社 (ISBN:978‐4‐7947‐07000) 

2. OECD 教育研究革新センター、2016、『アートの教育学』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4430-0) 
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3. 井庭崇 編、2019、『クリエイティブ・ラーニング』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978‐4766425727) 

4. ポール・タフ、2017、『私たちは子どもに何ができるのか――非認知能力を育み、格差に挑む』、英知出版 (ISBN:978‐

4862762467) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ａ 

(Teaching Methods: Japanese Language a) 

担当者名 

（Instructor） 
秋保 惠子(AKIHO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った後協議会でリフレクションを行い、

授業改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、受講者の経験してきた国語の授業を振り返る、グループの決定 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討 

3. 国語科の背景となる学問領域との関係、先行実践研究を批判的に検討するポイント 

4. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

5. 学習指導案作成のポイント、学習指導案の作成 

6. 模擬授業のリフレクションのポイント、授業記録のポイント 

7. 模擬授業（1）（低学年「話すこと・聞くこと」）、模擬授業（1）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（1）の次時「本時案」の作成 

8. 模擬授業（2）（中学年「読むこと」文学的文章）、模擬授業（2）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（2）の次時「本時案」の作成 

9. 模擬授業（3）（高学年「読むこと」説明的文章）、模擬授業（3）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（3）次時「本時案」の作成  

10. 模擬授業（4）（低学年「書くこと」）、模擬授業（4）のリフレクション  

次時までの課題：模擬授業（4）次時「本時案」の作成  

11. 模擬授業（5）（中学年「書くこと」）、模擬授業（5）のリフレクション 

次時までの課題：模擬授業（5）次時「本時案」の作成 

12. 模擬授業（6）（高学年「話すこと・聞くこと」）、模擬授業（6）のリフレクション  

次時までの課題：模擬授業（6）次時「本時案」の作成 

13. 模擬授業のリフレクション、授業研究の意義と方法 

14. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・全員、学習指導案作成は必須。介護等体験などで〆切日に提出できない場合、授業開始前にメールで提出のこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内課題〔学習指導案等提出物の内容(30％)、模擬授業・リフレクションの内容(20％)〕(50%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034621) 
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2021.7.30 変更【変更前】文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』東洋館出版社, 2017, ISBN9784304051685 （ISBN誤

り） 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ａ 

(Teaching Methods: Social Studies a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもが主役になる社会科授業の創造 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1)小学校社会科の意義や目標、学習内容について学習指導要領に即して理解する。 

2)一方で社会科の背景となっている社会科学の思想と方法に依拠し、他方で民主主義社会を担う主体を形成する社会科の本旨

に従った教材研究や授業開発ができるようになる。 

3)子どもが学習者として主体性を発揮できる社会科の授業方法について習熟する。 

 

1) Students will acquire a basic understanding of purpose, goal, and content of elementary school Social Studies classes in line 

with government course guidelines. 

2) Students will be able to research teaching materials and to make lesson plans of elementary school Social Studies, by 

building on the ideas and methods of social science, the backbone of Social Studies, and by conforming to the principle of the 

subject which is to bring up citizens supporting democratic society. 

3）Students will master a teaching method of elementary school Social Studies in which children can take the initiative. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校の社会科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し、指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to Social Studies in elementary schools and will learn 

instructional methods through actual experiences including instruction plans and evaluations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：小学校社会科の授業と教師像の転換 

2. 小学校社会科の目標と学習内容 

3. 指導案と模擬授業のサンプル① 

4. 指導案と模擬授業のサンプル② 

5. 指導案と模擬授業のサンプル③ 

6. 小学校社会科教育実践の分析① 

7. 小学校社会科教育実践の分析② 

8. 学生による模擬授業① 

9. 学生による模擬授業② 

10. 学生による模擬授業③ 

11. 学生による模擬授業④ 

12. 学生による模擬授業⑤ 

13. 社会科授業の学力と評価 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の性格上、履修者は予習が不可欠である。授業を通じて与えられる課題に誠実に向き合い、時間をかけて取り組むこと。ま

た、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に関する情報を入手し、自主的に理解

を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/社会科教師の力量形成に関するレポート(20%)/授業への参加とレスポンスシート(20%) 

なお、欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。立教大学はいわゆる公欠制度を認めていない。この点について

は留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠（編著）千葉県歴史教育者協議会編集協力、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 

(ISBN:4434256327) 
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テキストに掲載された実践記録について授業内で検討する。授業開始時までには入手しておくこと。これに加えてプリントで教材

を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介する。歴史教育者協議会編『歴史地理教育』（立教大学図書館に配架）も積極的に利用されたい。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ａ 

(Teaching Methods: Mathematics a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     新しい時代の算数教育三つの目標とその背景にある学力観と法律 

2. 第２回：「『数学的な見方・考え方』とは何か」 

     数学的という意味と「数学的な考え方」 

3. 第３回：「『論理的』と『総合的・発展的とは何か」 

     「算数」という教科名の意味と意義そして「論理」「統合・発展」の具体的な子ども像 

4. 第４回：「『数学的活動』とは何か」 

     「活動」の意味と「数学的活動」の具体的な活動 

5. 第５回：「算数で学ぶ『概念』とは何か」 

     概念の意味と「外延集めと内包気付き」 

6. 第６回：「算数で学ぶ『数学の考え』①：『関数の考え』とは何か」 

    「数学的な考え方」と異なる「数学の考え」，その代表的な「関数の考え」 

7. 第７回：「算数で学ぶ『数学の考え』②：『集合の考え』・『単位の考え』とは何か」 

    「数学的な考え方」と異なる「数学の考え」，「集合の考え」と「単位の考え」 

8. 第８回：「算数における『問題解決学習』とは何か」 

    問題解決学習の意味と意義そして乗り越えるべき問題点 

9. 第９回：「算数における『評価』とは何か」 

    教育における「評価」の意味と二つの評価実践場面 

10. 第１０回：算数学習指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    「数」の指導内容と「十進位取り記数法」の原理 

11. 第１１回：算数学習指導内容② 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    「計算」指導の三つの内容・「計算ドリルは必要か」を考える 
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12. 第１２回：算数学習指導内容③ 「B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形教育の 4 つの目標と図形教育の問題点 

13. 第１３回：算数科の指導内容④ 「C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

14. 第１４回：算数学習指導内容⑤と総括 「D 領域『データの活用』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の指導内容・算数教育の展望「コンピテンシィー」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。とくに視聴した算数授業に関する授業記録 

  やその授業に関する意見をきちんと論説してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 初回第 1 回は対面実施とする。その後は今般の COVID-19 感染拡散防止対応策に鑑み、On-line 授業で動画配信等にする

か、継続的に対面授業とするか履修者との相談と社会的状況により決定していく。 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

講義演習のなかで必要に応じて、新しい指導要領に沿った参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ａ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies a) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に支援された生活科の学習内容について背景とな

る学問領域と関連させて理解を深めるとともに、さまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行

う方法を身に付ける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school Life Environmental studies classes, and become 

competent in arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。  

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind Life Environmental Studies classes. After that, once 

students have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the 

mock classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：生活科のイメージ 

2. 学習指導要領における生活科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 生活科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）学校、家庭及び地域の生活に関する内容 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）自分自身の生活や成長に関する内容 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 生活科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 生活科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目では、実際に自分で調査などを行うことを求めるものになるため、授業時間外の学習時間は多くなることに留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(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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■AF165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ａ 

(Teaching Methods: Home Economics a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取

り巻く生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家

庭科の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、後半は可能な限り体験学習（裁縫・ミシン縫いと製作活動、

調理実習等）も取り入れ、実習題材の教材研究を深めていく。また同時に模擬授業も多く取り入れながら授業創造力を培っていく

予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（家庭科を学ぶ意義、授業予定等） 模擬授業のグループ決めも予定 

2. 家庭科の目標・内容について （学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の学習指導、教材・教具と指導法、ICTの活用について 他 

4. 家庭科の指導計画、学習指導案の作成と評価について 他 

5. 領域 A 家族・家庭生活の学習内容と指導の工夫について 

領域 C 消費生活・環境の学習内容と指導の工夫について 

6. 領域 B 衣食住の生活に関する学習内容と指導の工夫について 

7. 衣生活領域 実習教材の検討①（基礎縫いの知識と技能及び指導における留意点） 

8. 衣生活領域 実習教材の検討②（生活を豊かにするものの製作） 

9. 食生活領域 実習教材の検討①（調理の基礎としての知識と技能及び指導における留意点） 

10. 食生活領域 実習教材の検討②（炊飯とみそ汁作りをメインにした 1 食分献立調理の実習） 

11. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業①領域 A家族・家庭生活、振り返り研究協議 

12. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業②領域 B 衣食住の生活、振り返り研究協議 

13. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業③領域 C 消費生活・環境、振り返り研究協議 

14. 学習のまとめと確認－（導入の工夫に注目した個人模擬授業の発表と交流） 他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業に向けた教材研究、学習指導案の作成及び教材教具の準備はグループの場合と個人の場合の 2 つのタイプを実施す

るが、それぞれにおいてしっかり取り組んでほしい。 

また実習授業に向けて、衣生活領域の作品製作のための計画と授業内で完成できなかった場合の授業時間外での補習。さらに

食生活領域の調理実習のための計画/献立作成と材料の調達（買い物学習）等。授業時間内ではカバーできないため、授業時

間外学習にも積極的に取り組んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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学習指導案の作成と模擬授業・発表(35%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(35%)/授業内確認小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池﨑喜美惠編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

2. 浜島京子他著、2020、『新しい家庭 5・6』、東京書籍出版 

3. 鳴海多惠子、2020、『わたしたちの家庭科 小学校 5・6』、開隆堂出版 

小学校家庭科教科書は 2 社から発行されている。購入可能であればこれら小学校の教科書も入手しておくとよい。また、家庭科

指導法や教育法全体を通し、よりどころとなる書籍があると予習復習の際にも参考になる。その他の文献は授業時に紹介したい

と考えている 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ａ 

(Teaching Methods: Music a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物および授業への貢献(40%)/まとめのテスト(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Japanese Language b) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 小学校国語科における授業の目標や内容を理解し、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方

法を身につける。 

 

 Students will understand class objectives and content of elementary school Japanese classes, and become competent with 

arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は、小学校学習指導要領に示された国語科の目標や内容、国語科の背景となる学問領域との関係を理解する。後半は学

習指導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業に取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業

改善のための視点を身につける。その際の集団による考察・議論・発表などには主体的に臨む。 

 

 In the first half of the class, students will understand the relationships between the objectives and content of Japanese 

language class, which are described in the elementary school curriculum guidelines, and the academic discipline behind 

Japanese classes. In the second half of the class, after students have learned the class planning method points, they will carry 

out mock classes they have planned. The week after the mock classes are conducted, students will reflect and become familiar 

with perspectives regarding class improvement. The group consideration, discussion and presentations at that time will be 

examined subjectively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学習指導要領における国語科の目標と内容、全体構造の理解と批判的検討 

3. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりと国語科授業の評価 

4. 国語科の背景となる学問領域との関係、学習指導案作成のポイント 

5. 模擬授業（1：低学年文学教材）とそのリフレクション 

6. 模擬授業（2：中学年文学教材）とそのリフレクション 

7. 模擬授業（3：高学年文学教材）とそのリフレクション 

8. 模擬授業（4：低学年説明文教材）とそのリフレクション 

9. 模擬授業（5：中学年説明文教材）とそのリフレクション 

10. 模擬授業（6：高学年説明文教材）とそのリフレクション 

11. 模擬授業（7：その他の言語事項など）とそのリフレクション 

12. 模擬授業（8：その他の言語事項など）とそのリフレクション 

13. 国語科授業における情報機器の効果的な活用、書写指導のポイント 

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） 

模擬授業担当回の学習指導案提出は必須。児童役の学生も当該教材を事前に読み込んでおくこと。自分ならばどう授業するか

をイメージして授業に臨むこと。授業終了後はリフレクションペーパーを記入してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業中、前後に提出する課題(50%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 国語編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034621) 

テキストは必ず購入のこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤本和子・授業リフレクション研究会編、2016、『国語科授業研究の展開』、東洋館出版社 (ISBN:9784491032023  ) 

2. 森山卓郎編著、2016、『コンパクトに書く国語科授業モデル : 書けない子も書けるようになる!』、明治図書 
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(ISBN:9784182214257) 

3. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

その他の参考文献は授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Social Studies b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもが主役になる社会科授業の創造 

担当者名 

（Instructor） 
小薗 崇明(KOZONO TAKAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1)小学校社会科の意義や目標、学習内容について学習指導要領に即して理解する。 

2)一方で社会科の背景となっている社会科学の思想と方法に依拠し、他方で民主主義社会を担う主体を形成する社会科の本旨

に従った教材研究や授業開発ができるようになる。 

3)子どもが学習者として主体性を発揮できる社会科の授業方法について習熟する。 

 

1) Students will acquire a basic understanding of purpose, goal, and content of elementary school Social Studies classes in line 

with government course guidelines. 

2) Students will be able to research teaching materials and to make lesson plans of elementary school Social Studies, by 

building on the ideas and methods of social science, the backbone of Social Studies, and by conforming to the principle of the 

subject which is to bring up citizens supporting democratic society. 

3）Students will master a teaching method of elementary school Social Studies in which children can take the initiative. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校の社会科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し、指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to Social Studies in elementary schools and will learn 

instructional methods through actual experiences including instruction plans and evaluations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：小学校社会科の授業と教師像の転換 

2. 小学校社会科の目標と学習内容 

3. 指導案と模擬授業のサンプル① 

4. 指導案と模擬授業のサンプル② 

5. 指導案と模擬授業のサンプル③ 

6. 小学校社会科教育実践の分析① 

7. 小学校社会科教育実践の分析② 

8. 学生による模擬授業① 

9. 学生による模擬授業② 

10. 学生による模擬授業③ 

11. 学生による模擬授業④ 

12. 学生による模擬授業⑤ 

13. 社会科授業の学力と評価 

14. 社会科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の性格上、履修者は予習が不可欠である。授業を通じて与えられる課題に誠実に向き合い、時間をかけて取り組むこと。ま

た、文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に関する情報を入手し、自主的に理解

を深めておくこと。その他、授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/社会科教師の力量形成に関するレポート(20%)/授業への参加とレスポンスシート(20%) 

なお、欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。立教大学はいわゆる公欠制度を認めていない。この点について

は留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小薗崇明・渡辺哲郎・和田悠（編著）千葉県歴史教育者協議会編集協力、2019、『子どもとつくる平和の教室』、はるか書房 

(ISBN:4434256327) 
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テキストに掲載された実践記録について授業内で検討する。授業開始時までには入手しておくこと。これに加えてプリントで教材

を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で随時紹介する。歴史教育者協議会編『歴史地理教育』（立教大学図書館に配架）も積極的に利用されたい。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Mathematics b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

Objective 1: Students will know about teaching methods and their significance for elementary school math classes, and they will 

know about the relevant instruction and evaluation methods. 

Objective 2: Students will know about actual evaluation and teaching methods for math classes, and become competent in 

practical skills. 

Objective 3: Students will deepen their understanding of pupils from practical instruction and evaluation of math classes. 

Objective 4: Students will familiarize themselves with relevant elementary school math class content that forms the background 

of the math curriculum guidelines. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を 2 部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴したり、模擬的に実践を

試みたりする。 

 

Class will consist of two parts. 

The first part will be lectures on various themes that let students know about math instruction contents and methods, as well 

as evaluation methods. 

The second part will follow the content of those lectures and will have students watch DVDs, etc., of actual elementary school 

math classes being practiced as well as testing out model practice themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     新しい時代の算数教育三つの目標とその背景にある学力観と法律 

2. 第２回：「『数学的な見方・考え方』とは何か」 

     数学的という意味と「数学的な考え方」 

3. 第３回：「『論理的』と『総合的・発展的とは何か」 

     「算数」という教科名の意味と意義そして「論理」「統合・発展」の具体的な子ども像 

4. 第４回：「『数学的活動』とは何か」 

     「活動」の意味と「数学的活動」の具体的な活動 

5. 第５回：「算数で学ぶ『概念』とは何か」 

     概念の意味と「外延集めと内包気付き」 

6. 第６回：「算数で学ぶ『数学の考え』①：『関数の考え』とは何か」 

    「数学的な考え方」と異なる「数学の考え」，その代表的な「関数の考え」 

7. 第７回：「算数で学ぶ『数学の考え』②：『集合の考え』・『単位の考え』とは何か」 

    「数学的な考え方」と異なる「数学の考え」，「集合の考え」と「単位の考え」 

8. 第８回：「算数における『問題解決学習』とは何か」 

    問題解決学習の意味と意義そして乗り越えるべき問題点 

9. 第９回：「算数における『評価』とは何か」 

    教育における「評価」の意味と二つの評価実践場面 

10. 第１０回：算数学習指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    「数」の指導内容と「十進位取り記数法」の原理 

11. 第１１回：算数学習指導内容② 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    「計算」指導の三つの内容・「計算ドリルは必要か」を考える 
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12. 第１２回：算数学習指導内容③ 「B 領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形教育の 4 つの目標と図形教育の問題点 

13. 第１３回：算数科の指導内容④ 「C 領域『測定』『変化と関係』では何を指導するのか」  

    測定領域・変化と関係領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成演習） 

14. 第１４回：算数学習指導内容⑤と総括 「D 領域『データの活用』では何を指導するのか」 

    データの活用領域の指導内容・算数教育の展望「コンピテンシィー」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。とくに視聴した算数授業に関する授業記録 

  やその授業に関する意見をきちんと論説してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領〈平成２９年告示〉解説 算数編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59010-5) 

 初回第 1 回は対面実施とする。その後は今般の COVID-19 感染拡散防止対応策に鑑み、On-line 授業で動画配信等にする

か、継続的に対面授業とするか履修者との相談と社会的状況により決定していく。 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

講義演習のなかで必要に応じて、新しい指導要領に沿った参考図書を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies b) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領に支援された生活科の学習内容について背景とな

る学問領域と関連 s 名せて理解を深めるとともに、さまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を

行う方法を身に付ける。 

 

Students will understand class objectives and content of elementary school Life Environmental studies classes, and become 

competent in arranging classes appropriate to various specific learning settings based on learning instruction theory.  

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、学習指導要領に示された社会科の目標や内容、社会科の背景となる学問領域との関係を理解する。その後は、学習指

導案作りのポイントを学んだ後、指導案を作成し模擬授業の取り組む。模擬授業を行った翌週はリフレクションを行い、授業改善

のための視点を身につける。  

 

In the first half of the class, students will understand the relationships between the class objectives and content laid out by the 

elementary school curriculum guidelines and the academic discipline behind Life Environmental Studies classes. After that, once 

students have learned the class planning method points, they will carry out mock classes they have planned. The week after the 

mock classes are conducted, students will reflect and become familiar with perspectives regarding class improvement.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：生活科のイメージ 

2. 学習指導要領における生活科の目標と内容、全体構造の理解 

3. 生活科授業をどう評価するか 

4. 社会科の背景となる学問領域と教材研究 

5. 学習者の実態を視野に入れた授業づくりをどのように行えばよいか 

6. 指導案作成の方法：目標・内容・方法・評価 

7. 指導案作成と模擬授業（１）学校、家庭及び地域の生活に関する内容 

8. 前回の模擬授業のリフレクション 

9. 指導案作成と模擬授業（２）身近な人々、社会及び自然と関わる活動に関する内容 

10. 前回の模擬授業のリフレクション 

11. 指導案作成と模擬授業（３）自分自身の生活や成長に関する内容 

12. 前回の模擬授業のリフレクション 

13. 生活科の授業改善とカリキュラム編成 

14. 生活科授業における情報機器の効果的な活用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目では、実際に自分で調査などを行うことを求めるものになるため、授業時間外の学習時間は多くなることに留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(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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■AF175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Home Economics b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

Students will acquire the necessary knowledge and skills for home economics classes in elementary schools, and aim to become 

competent in class creation while deepening the appeal of the subject of home economics which develops life skills in pupils and 

students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取

り巻く生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家

庭科の指導で必要とされる技能面の習得もめざしていく。そのため、後半は可能な限り体験学習（裁縫・ミシン縫いと製作活動、

調理実習等）も取り入れ、実習題材の教材研究を深めていく。また同時に模擬授業も多く取り入れながら授業創造力を培っていく

予定である。 

 

Students will have an overview of the academic objectives, contents, instruction plan and lesson plan construction, and 

evaluation, etc., of elementary school home economics classes. Students will become aware of lifestyle issues affecting pupils, 

and consider their role and the possibilities of home economics education in developing pupils’ life skills. Meanwhile, students 

will aim to acquire the technical aspects necessary for teaching elementary school home economics classes. For that purpose, 

as much as possible, the class will incorporate learning through experiences (garment making, textiles and cooking, etc.). 

Students will deepen their material research of practical learning materials, and take part in numerous mock lessons which are 

planned for the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（家庭科を学ぶ意義、授業予定等） 模擬授業のグループ決めも予定 

2. 家庭科の目標・内容について （学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の学習指導、教材・教具と指導法、ICTの活用について 他 

4. 家庭科の指導計画、学習指導案の作成と評価について 他 

5. 領域 A 家族・家庭生活の学習内容と指導の工夫について 

領域 C 消費生活・環境の学習内容と指導の工夫について 

6. 領域 B 衣食住の生活に関する学習内容と指導の工夫について 

7. 衣生活領域 実習教材の検討①（基礎縫いの知識と技能及び指導における留意点） 

8. 衣生活領域 実習教材の検討②（生活を豊かにするものの製作） 

9. 食生活領域 実習教材の検討①（調理の基礎としての知識と技能及び指導における留意点） 

10. 食生活領域 実習教材の検討②（炊飯とみそ汁作りをメインにした 1 食分献立調理の実習） 

11. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業①領域 A家族・家庭生活、振り返り研究協議 

12. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業②領域 B 衣食住の生活、振り返り研究協議 

13. 授業研究 教材研究をメインにした模擬授業③領域 C 消費生活・環境、振り返り研究協議 

14. 学習のまとめと確認－（導入の工夫に注目した個人模擬授業の発表と交流） 他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業に向けた教材研究、学習指導案の作成及び教材教具の準備はグループの場合と個人の場合の 2 つのタイプを実施す

るが、それぞれにおいてしっかり取り組んでほしい。 

また実習授業に向けて、衣生活領域の作品製作のための計画と授業内で完成できなかった場合の授業時間外での補習。さらに

食生活領域の調理実習のための計画/献立作成と材料の調達（買い物学習）等。授業時間内ではカバーできないため、授業時

間外学習にも積極的に取り組んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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学習指導案の作成と模擬授業・発表(35%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート等）(35%)/授業内確認小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池﨑喜美惠編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 

2. 浜島京子他著、2020、『新しい家庭 5・6』、東京書籍出版 

3. 鳴海多惠子、2020、『わたしたちの家庭科 小学校 5・6』、開隆堂出版 

小学校家庭科教科書は 2 社から発行されている。購入可能であればこれら小学校の教科書も入手しておくとよい。また、家庭科

指導法や教育法全体を通し、よりどころとなる書籍があると予習復習の際にも参考になる。その他の文献は授業時に紹介したい

と考えている 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Music b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

Students will consider theoretical and practical issues relating to music education in elementary schools, and students will learn 

instructional methods including instruction plans and evaluations through actual experiences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

The lecture and learning will be comprised of mock classes by students and live performances held that day. In this lecture, 

students will be provided with viewpoints on class objectives, curriculum and children’s musical development, etc., in music 

education. During the live performances, students will be able to experience the original purpose of sharing music through 

student performances with guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物および授業への貢献(40%)/まとめのテスト(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2021、『歌はともだち』（6 訂版）、教育芸術社 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育方法学 

(Teaching Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
より良い学びを支援するための子ども理解と対応方法 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 真晃(SUGIHARA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習にかかわる各種理論に基づく学習者理解と教育方法の在り方や、教育現場で起きうる諸課題に対する教育実践の在り方に

ついて知り、実践の素地を作ることを目指します。そのような活動を通して、問題を発見する力、情報を収集・分析する力、論理的

に考え・表現する力、公共性を身に付けることができ、現在、そして未来のより良い社会・より良い教育を創りだしていく基盤が身

に付きます。 

 

Based on various types of theories regarding learning, students will learn about practical education methods for pupil 

comprehension,education methods and issues that arise at educational settings, as well as aiming to lay real groundwork. 

Through those types ofactivities, students will gain competency in problem identification ability, information collecting and 

analysis skills, logical thinking, expression skills and the public nature of education, as well as developing the foundation for 

creating a better present and future society and education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主体的・対話的で深い学びとは何か、学び方をいかに学ぶか、学ぶ意欲や学ぶ技術などをいかに高めるか、多様な子どもをいか

にインクルーシブに学ばせるか等についての各種理論に基づく、学習者理解と教育の方法について検討します。また、学校現場

で起きうる諸課題を事例で知り、それに対する実践の在り方についても検討します。単に方法論を学ぶだけでなく、その目的や価

値を問うことも行います。 

 

Students will consider pupil comprehension and educational methods based on various theories relating to the meaning of 

subjective and interactive learning, ways of learning, appetite for learning and learning techniques, etc., and how to increase 

these, etc. Also, students will know about case studies involving various issues that arise in educational settings. Students will 

not only learn about methodology but also inquire about goals and values. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。主体的・対話的で深い学びとは何か 

2. 学び方の学習 

3. 学習意欲を高める方法 

4. 時間と環境の活用 

5. 授業の効果的な受け方 

6. 授業デザイン、対話的・協同的な学びの支援 

7. 発達障害と教育方法 1 

8. 発達障害と教育方法 2 

9. 外国にルーツをもつ子どもと教育方法 

10. LGBTQ と教育方法 

11. 事例検討 1：チームによる検討 

12. 事例検討 2：個人による検討 

13. 何のための学力・学習か 

14. まとめ、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、各回の授業で扱う資料を事前に読んできてください。 

事前に読み、 

「分からなかったので質問したい点、読んだ感想・考察」 

などをワークシートに記述してきてください。 

復習を兼ねて、その日に学んだことを「総合考察」としてワークシートに記入し、提出してください。 

 

予習を前提とした授業です。 

予習をふまえて、授業内では質疑応答・意見交換を行います。 
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「わからないこと」「もっと知りたいこと」をそのままにせず、ぜひ積極的に学びを進めていきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のワークシート(50%)/生活・学業計画表等(20%)/事例検討課題（チーム、個人）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. グループ・ディダクティカ編、2019、『深い学びを紡ぎだす：教科と子どもの視点か』、勁草書房 (ISBN:4326251328) 

2. 市川伸一、2018、『勉強法の科学：心理学から学習を探る』、岩波書店 (ISBN:4000296116) 

3. 古荘純一ほか、2014、『神経発達症(発達障害)と思春期・青年期：「受容と共感」から「傾聴と共有」へ』、明石書店 

(ISBN:4750340685) 

4. 田中耕治ほか、2012、『新しい時代の教育方法』、有斐閣 (ISBN:4641124795) 

5. 辰野千壽、2006、『学び方の科学：学力向上に生かす AAI』、図書文化社 (ISBN:4810064735) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

Students will consider the theory and practice of special activities from a multifaceted point of view focusing on elementary 

school but also including junior high school and high school. They will simultaneously consider educational perspectives relating 

to special activities for general education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

Students will consider the history, positioning, contents, implementation methods and evaluation methods related to special 

activities with a primary focus on elementary school but also including junior high school and high school. Students will take in 

and consider numerous topics related to educational philosophy from an educational perspective. 

The class will basically be divided in half, comprised of content related to special activities with a focus on elementary school 

and content related to educational philosophies. 

The classes about special activities will clarify the various positions and significance of patterns carried out in school education 

while handling items from the curriculum guidelines, giving this additional consideration. 

The classes about educational philosophies will address the discourse surrounding education, take note of its breadth and 

depth, and give it additional consideration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動（１）（集団の教育） 

3. 学級活動（２）（個への教育） 

4. 学級活動（３）（キャリア教育） 

5. 学級経営と学級活動の関係（目標と内容） 

6. 児童会活動・生徒会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動・生徒会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/各回のリアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 上岡学、2020、『アクティベート教育学１１特別活動の理論と実践』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-08538-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、『学習指導要領 特別活動編』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生徒指導と進路指導とは密接に関連している。その関係性について、社会と教育制度の近代化の中で把握するとともに、生徒理

解とは何かという問題について原理論的な理解をめざす。それを踏まえて、生徒指導と進路指導の今日的課題を理解するととも

に対応の仕方を検討し、長期的展望に立った指導のできる教師となるための実践的方法の獲得をめざす。 

 

Career guidance and counseling for students are closely linked in schools. Regarding the nature of this relationship, students will 

aim to fundamentally grasp the issue of student comprehension along with understanding the modernization of social and 

educational systems. Based on that, in addition to understanding the daily issues of career guidance and counseling, students 

will consider ways of handling these, and acquire practical methods for becoming teachers who can provide guidance with a 

long-term perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会化問題から非行・問題行動への対応まで、生徒指導の守備範囲は広い。教育問題の歴史と現在を概観する中で、生徒指導

や進路指導がどのように考えられ実践されてきたか。そうした実践を支える教師による生徒理解とはどのようなものであったの

か。それらを理解したうえで、現代の教育問題と進路問題の特徴を理解するとともに、その指導のあり方を考えていきたい。 

 

From socialization problems to delinquency and problematic behavior, the range of counseling is broad. Among the history and 

present of educational issues, what practices have been thought of regarding how to handle career guidance and counseling? 

This class explores what student comprehension means to teachers who support those practices. By building on these things 

and identifying the characteristics of current educational issues and career guidance issues, students will think about those 

methods of guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題 

3. 生徒指導・進路指導の歴史（1）：近代教育制度の成立と普及の中で 

4. 生徒指導・進路指導の歴史（2）：戦後混乱期から高度経済成長期の中で 

5. 生徒指導・進路指導の歴史（3）：少子化と高学歴社会の中で 

6. 生徒理解論（1）：個性とは何か 

7. 生徒理解論（2）：行動の理解・心の理解 

8. 生徒理解論（3）：理解の方法について 

9. 現代日本の教育問題（1）：体罰 

10. 現代日本の教育問題（2）：不登校 

11. 現代日本の教育問題（3）：いじめ 

12. 現代日本の教育問題（4）：発達障害 

13. 進路指導と学歴問題 

14. 進路指導とキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内最終レポート(40%) 

４回以上欠席をした場合は、単位修得不可。<BR>【変更前】筆記試験(Written Exam)100% 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料はプリントで配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
土岐 玲奈(TOKI REINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個々の発達段階と心理的特性、教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な理論と具体的方法を身につけると共に、教

育者、支援者としての自分自身についての理解を深める。 

 

 Students will accurately grasp each of the developmental stages and psychological characteristics, as well as educational 

issues, and in addition to gaining competency in the theories and concrete methods which are necessary to support them, will 

also deepen their understanding of their own roles as educators and supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業では、児童・生徒が集団の中で適応的に生活する力の育成や、個性の伸長、人格の成長を支援する教育活動である教

育相談について学ぶ。 

 教育相談に関連する様々なトピックについて、学生自身の経験を振り返ると共に、具体的な事例等を参照しながらその対応法

を学び、理論の解説を行うことによって、実践と理論を関連付けて理解する。 

 各回の授業は、前回の授業で提出されたコメントシートへのフィードバック、学生自身の学校経験の振り返り、事例の検討やグ

ループワークと、解説およびまとめで構成する。受講者は、教育相談に関する知識を獲得するとともに、自身の経験や現在の感

覚を意識し、言語化することで、自己理解を深める。 

 

 In this class, students will learn about the educational guidance and counseling that are educational activities which support 

the development of appropriate life skills within groups of pupils and students, as well as drawing out their individuality and 

personal development. 

 Along with reflecting on student experiences about various topics related to educational guidance and counseling, students will 

learn response methods while examining specific case studies, etc. By breaking down theories, students will have a greater 

understanding of the relationship between practice and theory. 

 Each class meeting will be comprised of feedback on the comment sheet submitted in the previous class, reflecting on 

students’ own school experiences, and consideration and groupwork on case studies, as well as analysis and summary. 

Students will, along with acquiring knowledge related to educational guidance and counseling, gain awareness of their own 

experiences and feelings, and deepen their self-understanding by putting these into words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス－教育相談とは－ 

2. 長期欠席と不登校 

3. いじめと問題行動 

4. 学習困難とその支援 

5. 発達や他者との関係に関する困難とその支援 

6. 進路指導と移行支援 

7. 子どもの養育環境 

8. 保護者との連携と保護者支援 

9. 性にまつわる問題と教育 

10. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―合意形成のアクティビティ― 

11. 学校の特性を活かしたチームとしての支援―チーム連携の方法と実際― 

12. 教師のメンタルヘルス 

13. 教育相談の理論 

14. 教育相談のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて授業中に指示する。 

日常的に、教育にまつわる問題に関して、新聞やニュース等で情報を収集し、自分自身の考えをまとめるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内で指示したワークシート(15%)/リアクションペーパー(15%) 



 

 - 725 - 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高岸幸弘・蔵岡智子・井出智博、2018、『これからの教育相談』、北樹出版 (ISBN:4779305624) 

その他の文献については、授業内で推薦図書リストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、対面とオンラインを組み合わせ、講義形式および討論形式で行う。 

毎回印刷資料を配布し、それに添って進める。 

自分自身で考え、話し合う場面を多く設定するため、学生の積極的な参加を期待する。 

 

授業形式については、初回は対面とし、それ以降は、対面でのグループワークが安全に実施可能な状況となっていれば対面、そ

うでなければオンライン中心とする。 

※なお、前後に履修している授業の実施形態等、個々の学生の事情に応じ、指定の方法以外での履修も可能になるよう配慮す

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
桑原 直巳(KUWABARA NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

 Students will understand the purpose and content of moral education at schools based on the significance and rationale of 

morality. Also, students will understand instruction plans and instruction methods necessary in the subject of moral education 

as carried out through the school’s overall educational activities. 

 Especially regarding elementary school moral education thinking and instructional methods, students will take on the question 

of “what was morality originally and why is it necessary in education?,” and while also understanding logically and 

philosophically, aim for creating new methods of moral education while improving current methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

1) In the first half of the class, students will become competent in the basic ways of thinking in modern ethics and moral theory 

in order to carry out moral education. Students will be able to do the following things. Students will be able to explain the 

qualities of morality (what is morality?). Students will understand issues of moral education (bullying, information morals, etc.) in 

modern society as well as in the history of moral education. Students will understand the growth of children’s minds and the 

development of morality. Students will understand the goals and main contents of moral education and the subject of moral 

education as laid out in the curriculum guidelines. 

2) In the second half of the class, students will study instruction plans and methods in the subject of moral education. In the 

lecture, students will discuss moral issues that affect them, and learn about moral education methods and evaluation methods, 

etc., practically through dialogue. Students will learn the following things. Students will understand the necessity of moral 

education instruction planning in schools and instruction through schools’ overall educational activities. Students will understand 

the characteristics of diverse instructional approaches for bringing out qualities of moral education class. Students will be able 

to actively design classes based on the characteristics of course materials in the subject of moral education. Students will be 

able to clarify the class aims and instructional process, and make a learning plan for the subject of moral education. Students 

will understand learning evaluation methods based on the characteristics of the subject of moral education. Through holding 

model classes and reflecting on them, students will develop an eye for class improvements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 

5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な
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内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『小学校学習指導要領解説道徳編』、日本文教出版 

2. 文部科学省、『中学校学習指導要領解説道徳編』、日本文教出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 西野真由美・鈴木明雄・貝塚茂樹、2017、『「考え、議論する道徳の指導法と評価』、教育出版 (ISBN:978-4-316-80447-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語科教育法ａ 

(Teaching Methods: English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

小学校における外国語活動（中学年）・外国語（高学年）の学習・指導・評価に関する基

本的な知識・指導技術を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
天野 英彦（AMANO HIDEHIKO） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校外国語教育についての基本的な知識・理解を深め、児童期の第二言語習得の特徴について、また、授業実践に必要な指

導技術について学びましょう。 

 

This class is designed to deepen your knowledge and understanding of elementary school foreign language education. You will 

learn how young children acquire a second and foreign language, as well as the teaching techniques necessary for actual 

classroom practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いかに教えるかの方法論にとどまらず、子どもたちの学びに視点を置きながら、小学校外国語教育について実践的に学びましょ

う。 

 

Let's learn about elementary school foreign language education in a practical way, focusing on how children learn, not just on 

the methodology of how to teach. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小学校外国語教育の変遷とその目標・内容と教材のあり方 

2. 外国語教育における小中高の連携 

3. 小学校の外国語活動・外国語の学習指導要領 

4. 児童や学校の多様性への対応 

5. 言語使用を通した言語習得・音声によるインプットの内容を類推し、理解するプロセス 

6. 児童の発達段階を踏まえた音声によるインプットのあり方 

7. コミュニケーションの目的や場面、状況に応じて他者に配慮しながら伝え合うこと 

8. 受信から発信、音声から文字へのプロセス 

9. 国語教育との連携――言葉のおもしろさと豊かさ―― 

10. 英語教育の指導技術①語りかけかた・児童とのやりとり 

11. 英語教育の指導技術②文字言語との出会い・読む・書く活動への導入 

12. 英語教育の授業づくり①教材研究・学習到達目標と指導計画 

13. 英語教育の授業づくり②ALT とのティームティーチング・ICTの活用 

14. 英語教育の授業づくり③学習状況の評価（パフォーマンス評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実際の授業を想定して、絵本を読んだり歌を歌ったりしますので、練習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の振り返り(40%)/課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部 保志、2019、『小学校英語への専門的アプローチ』、春風社 (ISBN:4861106478) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語科教育法ｂ 

(Teaching Methods: English) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

小学校における外国語活動（中学年）・外国語（高学年）の学習・指導・評価に関する基

本的な知識・指導技術を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
天野 英彦（AMANO HIDEHIKO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校外国語教育についての基本的な知識・理解を深め、児童期の第二言語習得の特徴について、また、授業実践に必要な指

導技術について学びましょう。 

 

This class is designed to deepen your knowledge and understanding of elementary school foreign language education. You will 

learn how young children acquire a second and foreign language, as well as the teaching techniques necessary for actual 

classroom practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いかに教えるかの方法論にとどまらず、子どもたちの学びに視点を置きながら、小学校外国語教育について実践的に学びましょ

う。 

 

Let's learn about elementary school foreign language education in a practical way, focusing on how children learn, not just on 

the methodology of how to teach. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小学校外国語教育の変遷とその目標・内容と教材のあり方 

2. 外国語教育における小中高の連携 

3. 小学校の外国語活動・外国語の学習指導要領 

4. 児童や学校の多様性への対応 

5. 言語使用を通した言語習得・音声によるインプットの内容を類推し、理解するプロセス 

6. 児童の発達段階を踏まえた音声によるインプットのあり方 

7. コミュニケーションの目的や場面、状況に応じて他者に配慮しながら伝え合うこと 

8. 受信から発信、音声から文字へのプロセス 

9. 国語教育との連携――言葉のおもしろさと豊かさ―― 

10. 英語教育の指導技術①語りかけかた・児童とのやりとり 

11. 英語教育の指導技術②文字言語との出会い・読む・書く活動への導入 

12. 英語教育の授業づくり①教材研究・学習到達目標と指導計画 

13. 英語教育の授業づくり②ALT とのティームティーチング・ICTの活用 

14. 英語教育の授業づくり③学習状況の評価（パフォーマンス評価） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実際の授業を想定して、絵本を読んだり歌を歌ったりしますので、練習しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/毎回の振り返り(40%)/課題の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾部 保志、2019、『小学校英語への専門的アプローチ』、春風社 (ISBN:4861106478) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職論 

(Studies on Teaching Profession) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、教職に関する、一定の社会的・制度的・歴史的・法的知識を身につけ、またそれに対する主体的認識を養うことを目的

とする。教職に関する専門的な理解を深めつつ、自らの適性を判断して、進路選択に資する教職のあり方について理解すること

を目指す。 

 

The purpose of this lecture is, first, to provide students with social, institutional, historical, and legal knowledge related to the 

teaching profession. Secondly, this course is designed to help each student develop a subjective awareness of the teaching 

profession. This lecture aims to help students deepen their professional understanding of the teaching profession, determine 

their own aptitude, and understand how the teaching profession can help them choose their own career path. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職および学校教育の社会的意義とともに、今日の教育の動向を踏まえて、教員に求められ役割や資質、職務内容や職務上の

義務についても理解する。適宜グループワークや模擬授業などを行いながら、教職のあり方を問い続ける姿勢を作りたい。 

 

This lecture will prepare the participants to understand the social meanings of the teaching profession and school education, as 

well as the roles and qualities required of teachers in consideration of today's trends in education, their duties and obligations. 

In this lecture, group work and mock classes will be conducted to encourage students to continue to question the nature of the 

teaching profession. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「教員」とは何か考える 

3. 日本における教員養成の歩みⅠ 

4. 日本における教員養成の歩みⅡ 

5. 教員の服務 

6. 教員の資格と任用 

7. 中間振り返り 

8. 教員免許制度とその動向Ⅰ 

9. 教員免許制度とその動向Ⅱ 

10. 多様な教職員とその制度 

11. 校務分掌と職務の実態 

12. 学校についての法令Ⅰ 

13. 学校についての法令Ⅱ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストの指定箇所を読み、関連事項について自分なりに調べてくること。 

毎回の授業後には、授業内容を振り返るコメントを提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/コメントおよびワークシートの内容と提出状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高橋陽一編、2021 年、『チーム学校の教諭論』、武蔵野美術大学出版局 (ISBN:9784864631259) 

(2021.8.26 変更)【変更前】高橋陽一編『新しい教師論』武蔵野美術大学出版局 2014 年 ISBN：9784864630153 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2018 年、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034607) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育課程論 

(Curriculum) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学びを創り、批評することの意味を考える 

担当者名 

（Instructor） 
未定() 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
［初等専攻］2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習指導要領をもとに各学校・各教室において教師がその専門性を発揮しながらカリキュラムをデザインしていくための諸概念

や方法を歴史的・現代的に学び、さらにはカリキュラム・マネジメントを行うための枠組みも理解する。 

 

Based on our official course of study, we can create and design many kinds of curriculum styles and actual class 

implementations as professional practitioners. For the objectives, we will discuss some concepts of curriculum planning and 

designing historically and currently including the theory of curriculum management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずはカリキュラム改革の歴史を内外に学びながら、日本において学習指導要領などが果たしてきた教育課程編成の諸機能を

概説するとともに、カリキュラム編成のための基本的な枠組みを多角的に解説する。ついで、教科の再編や教科間の横断、発達

に応じたカリキュラムの縦断的編成、さらには総合的な学習の時間や特別活動など教科学習と有機的な関連を持たせようとする

カリキュラムなどを多様に紹介し、その知見を共有する。「計画としてのカリキュラム」と「実施・経験されたカリキュラム」へとその

見方を拡張させ、子どもの学びへの着目と教師の専門的な学びに関する新たなカリキュラム論を検討しながら、カリキュラム・マ

ネジメントや教師たちによる授業研究実践の試みにその意義を見出していく。 

 

First, we will discuss the history of official courses of study which have been issued since WWII and learn the functions deeply. 

In that process, we learn a lot of basic terms and ideas in this field. Second, we'll discuss some styles of curriculum making and 

introduce some implementations. Third, we will learn the ideas of active learning, classifying the three-level categories such as 

curriculum as planning, executed curriculum, and experienced curriculum. We will mention the theory of curriculum management, 

and lesson study process among teachers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「計画されたカリキュラム」と「経験されたカリキュラム」の両面性 

2. 学習指導要領とは何か―その位置づけと意義 

3. 学習指導要領の変遷（１）―戦後新教育から教育内容の現代化とその見直しまで 

4. 学習指導要領の変遷（２）―「生きる力」の強調から学力向上施策に至るまで 

5. 最新の学習指導要領の意義と実践への示唆 

6. カリキュラム編成をめぐる基本概念（１）―「領域論」と「機能論」、領域横断カリキュラムや総合的な学習の時間・特別活動

の展開 

7. カリキュラム編成をめぐる基本概念（２）―排列・配列・選択をめぐる原理、履修の原則 

8. カリキュラム編成をめぐる基本概念（３）―目標・評価論、PDCAサイクルとカリキュラム・マネジメント 

9. カリキュラム編成をめぐる基本概念（４）―カリキュラムの基礎となる「生活」・「地域」概念の検討 

10. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（１）―「羅生門アプローチ」の衝撃と子ども観の諸相 

11. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（２）―構成主義的学力観 

12. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（３）―「学びの共同体」論とその実践のインパクト 

13. 子どもの「学び」をめぐるカリキュラム論の転換（４）―「かくれたカリキュラム」の検討 

14. カリキュラム・デザインと教師の専門性―「校内授業研究」の果たす役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育実践にかかわる文献（教育雑誌や学術誌など）を毎週 1 本以上読み込み、講義で取り扱った理論的概念や枠組みとどう整

合するのかを追究する（文献は講義にて指示・配布される場合もある）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最新の学習指導要領とその解説（とりわけ総則）（文部科学省 HPよりダウンロード可能） 
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参考文献（Readings） 

1. 石井英真、2021、『流行に踊る日本の教育』、東洋館出版社 

2. 金馬国晴、2019、『カリキュラム・マネジメントと教育課程』、学文社 

3. 鹿毛雅治・藤本和久、2017、『「授業研究」を創る』、教育出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／特別支援教育の理論と方法 

(Special Needs Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教職のための特別支援教育の理論と方法 

担当者名 

（Instructor） 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

武田 瑞穂(TAKEDA MIZUHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通常の学級にも在籍している発達障害や軽度知的障害をはじめとする様々な障害等により特別な支援を必要とする幼児、児童

及び生徒が授業において学習活動に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力を身に付けていくことができるよう、

幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら

組織的に対応していくために必要な知識や支援方法を理解する。 

 

This course aims to teach students about the development and learning processes of infants, pupils, and students with special 

needs. They will understand the relevant characteristics and learn how to support them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

特別支援教育の目標とテーマ、教育制度上の諸課題について概説した後、発達障害や軽度知的障害をはじめとした、特別な支

援を必要とする幼児、児童及び生徒の特徴についての理解を深め、その子たちに求められる指導のあり方を探究する。その後、

当該の子どもたちの置かれた地域、家庭状況等について検討し、その支援の方法、課題についての理解を深める。 

 

This course aims for students to acquire the necessary knowledge for understanding special needs education. Students become 

knowledgeable about what is needed in education to support children’s learning and development and also develop the basic 

awareness necessary for teachers. Moreover, students gain deeper understanding of children with special needs and the role of 

the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する特別支援教育の意義と課題 

2. 特別支援教育のための障がいの理解 

3. インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育の制度の理念と仕組み 

4. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の認知発達の特性 

5. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の情動発達の特徴 

6. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の社会性の発達の特徴 

7. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の学習上の困難 

8. 発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する支援 

9. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への個別指導 

10. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒への教育支援 

11. 日本語の学習指導が必要な幼児、児童及び生徒への教育支援 

12. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒の地域・家庭を含めた支援体制の構築 

13. 特別な支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する指導者の課題 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連事項について講師から指示された文献を読み、自主学習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2015、『現象学的身体論と特別支援教育: インクルーシブ社会の哲学的探究』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-

2887-4) 

2. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 
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3. 安藤瑞穂、2019、『ADHD のコーチング―実行機能へのアプローチ―』、図書文化社 (ISBN:978-4-8100-9741-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／総合的な学習の時間の理論と方法 

(The Period for Integrated Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

総合的な学習の時間は、探求的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己

の生き方を考えていくための資質・能力の育成を目指す。 

各教科などで育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を

探求する学びを実現するために、指導計画の作成および具体的な指導の仕方、ならびに学習活動の評価に関する知識・技能を

身に付ける。 

 

The Period for Integrated Studies develops qualities and abilities to better solve problems and think about one's own way of life 

through exploratory perspectives and ways of thinking and conducting cross-sectional and comprehensive study. It aims to 

create a teaching plan to comprehensively utilize the viewpoints and ways of thinking nurtured in each subject, to grasp a wide 

range of events from various angles, and to realize learning that explores issues in the real world and real life and to acquire 

knowledge and skills related to specific teaching methods and evaluation of learning activities. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理解する。 

総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎的な能力を身に付ける。 

総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。 

 

To understand the significance of the Period for Integrated Studies and the way of thinking when setting goals and contents at 

each school. 

To understand the concept of teaching planning for the Period for Integrated Studies, and acquire the basic abilities necessary 

to realize it. 

To understand the concept and practical points of instruction and evaluation of the Period for Integrated Studies. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：総合的な学習の時間とは何か 

2. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から①奈良女子大学付属小学校―― 

3. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から②伊那市立伊那小学校―― 

4. 総合的な学習の時間の歴史――日本の教育実践史から③和光小学校/きのくに子どもの村学園―― 

5. 総合的な学習の時間の理論――デューイ―― 

6. 総合的な学習の時間の理論――ヨーロッパの新教育運動―― 

7. 総合的な学習の時間の意義――教育課程において果たす役割―― 

8. 総合的な学習の時間の指導計画作成――年間指導計画①―― 

9. 総合的な学習の時間の指導計画作成――単元指導計画②―― 

10. 総合的な学習の時間の指導――探究的な学習の過程をどのように実践するか―― 

11. 総合的な学習の時間の評価 

12. わたしの総合的な学習の時間――発表・検討会―― 

13. わたしの総合的な学習の時間――発表・検討会―― 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目では、受講生自身で、総合的な学習の時間をデザインし、自分でそれを実践することを内容としているために、授業時間

外での作業時間・量は相当なものになることに留意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF189／英語科教育論 

(English Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ETM (Education Through Music）を通しての学び 

担当者名 

（Instructor） 
西村 正和(NISHIMURA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における外国語活動・外国語の授業実践に必要な実践的な運用力と、英語に関する背景的な知識を身に着ける 

 

This course aims for students to acquire practical English proficiency and knowledge about English necessary for foreign 

language lessons in elementary school.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歌遊びを土台にしたプログラムである ETM を体験しながら、その理論と手法を学び、「人はいかにして学ぶか」について理

解を深める。 

 

While experiencing Education Through Music(ETM), a program based on English singing games, students learn its theory and 

techniques and also deepen understanding of how people learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業実践に必要な力（１）聞くこと 

2. 授業実践に必要な力（２）話すこと・発表 

3. 授業実践に必要な力（３）読むこと・書くこと 

4. 英語に関する基本的な知識（文法・正書法など） 

5. 第二言語習得に関する基本的な知識 

6. 児童文学と教材 

7. 異文化理解と教材 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に ETM 研究会の HPを回覧し、ETM に関する予備知識を得ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(20%)/デモティーチングへの参加と取り組み(20%)/授業内のミニレポート（3 回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Education Through Music 研究会、2018 年、『「ETM 実践ハンドブック」』、ETM 実践ハンドブック編集委員会 

2. 金森強ほか、2017 年、『「主体的な学びをめざす小学校英語教育」』、教育出版 (978-4-316-80444-6  C3037) 

3. 卯城祐司ほか、2013 年、『「リテラシーを育てる英語教育の創造」』、旺文社 (ISBN:978-4-7620-2329-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業日 

11 月 27 日（土）1・2 限 

12 月 4 日（土）1～3 限 

12 月 11 日（土）1・2 限 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 739 - 

■AF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF202／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科という教科の理念や内容についてその歴史的展開を一方で追いつつ、他方で戦後日本を代表する社会科教育実践につ

いて平和で民主的な社会の担い手を形成する授業実践の思想と方法を学ぶことで、社会科の教科としての意義や特徴を把握す

る。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on lesson reports regarding ways of conducting social studies classes accumulated friom 

post-war alternative education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：民主主義の担い手を育てる社会科教育のために 

2. 戦後教育と社会科の歩み①：1947 年学習指導要領から考える 

3. 戦後教育と社会科の歩み②：「初期社会科」の授業実践から考える 

4. 戦後教育と社会科の歩み③：逆コースのなかの社会科 

5. 戦後教育と社会科の歩み④：家永三郎と教科書裁判 

6. 社会科教育の論点①：家庭科教育と社会科教育 

7. 社会科教育の論点②：歴史認識論争と「慰安婦」問題 

8. 社会科教育の論点③：18 歳選挙権時代のシティズンシップ教育 

9. 教育実践に学ぶ①：授業づくりの思想と方法、民間教育運動の役割と教師の主体形成 

10. 教育実践に学ぶ②：小学校社会科・若狭蔵之助の授業実践 

11. 教育実践に学ぶ③：中学校・安井俊夫の授業実践 

12. 教育実践に学ぶ④：高校社会科・加藤公明の授業実践 

13. 教育実践に学ぶ⑤：高校社会科・浅尾弘子の授業実践 

14. 授業全体の振り返りとまとめ：変革的知識人としての社会科教師と子どもを解放する授業実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを活用し、事前に読んでもらいたい資料を配布する。それについて考えを述べる予習課題を提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田裕、2005、『日本人の戦争観: 戦後史のなかの変容』、岩波書店 (ISBN:9784006031077) 

テキストは必ず購入し、初回の授業に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田賢次・荒井眞一編、2013、『学力と教育課程の創造』、同時代社 (ISBN:978-4886837523) 

本授業全体に見合った参考文献を強いてあげるとすれば上記である。各授業毎に参考文献を紹介するので、必要に応じて参照

してほしい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に授業は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う。教育実践についての評価を受講者のあいだで討論を試みるこ

ともしたい。積極的な受講態度が期待される。なお、受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更する場合があ

る。必ずしも教員にならない学生にとっても戦後の民主主義の担い手を育てる課題を一身に背負って出発した教科としての社会

科の理念や歴史を知ることは有益である。初等教育専攻課程の学生はもちろんのこと、教育学専攻の学生も積極的に履修をし

てほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF206／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認 他 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（講義＋ワークショップ：簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育・生活文化（講義＋ワークショップ) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み）  他 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

13. 災害時の衣食住と家庭科教育    （プレゼンテーション予備日） 

14. まとめ （作品合評会も予定）  他  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップおよびプレゼンテーションに向けた準備等がある。ワークショッ

プに関しての準備には、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、また授業時間内に製作活動が終了できない場合は

授業時間外での完成が必須となる。プレゼンテーションは全員必須のため、興味のある家庭科に関するテーマについて積極的に

調べ、検討し、表現（発表）してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(30%)/授業内小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池﨑喜美恵編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 
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2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2019、『未来の生活をつくる 家庭科で育む生活リテラシー』、明治図書 (ISBN:9784180624249) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科教育法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを勧めます。（可能ならば「家庭科教育法」履修前に） 

教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育の役割と児童への指導・支援について教育法の授業だけでは補えないものをフォロー

していく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

In this class, while dealing with the types of exercise used in elementary schools, students will understand the contents and 

teaching methods of various sports events. Also, the class aims to help students learn instructional methods for physical 

education classes that improve pupils’ health and physical strength while familiarizing them with fun exercises appropriate for 

pupil growth and development. 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

Students will come to understand the physical education curriculum’s tenet of "through proper exercise experience and 

understanding of health and safety, ... develop basic qualities and the abilities to participate in enjoyable physical activity 

throughout their lives, maintain and improve their health and fitness and cultivate an appropriate attitude towards leading a 

pleasant and happy life" through practical experience. Also, adding to the basic principle of "promote healthy growth of pupils 

'by considering physical and mental aspects in an integrated manner'," students will also become competent in preparation, 

teaching method techniques and knowledge of physical education classes while studying about “sportspersonship.” Basically, 

one or two sport(s) will be taken in every two periods of the class. Practical experiences including contents and practice 

methods concerning such sport(s) will also be taken in the classes. Also, there are some events that cannot be held at the 

Ikebukuro Campus that will be conducted at the Niiza Campus or using Rikkyo Elementary School facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール・ボルダリング）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（プレルボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット・フラッグフットボール） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 器械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF251／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教室で学習者の言語活動が活発になるということはどういうことかを考える。 

（2）人間が言葉を使い、言葉を教えることのあいだに存在する問題を考える。 

（3）国語科の教材を、授業で学んだ哲学や思想を踏まえて捉え直せるようになる。 

 

(1) Students will be able to think about what it means that learners' language activities become more active in the classroom. 

(2) Students will be able to think about the problems that exist between humans using language or teaching language. 

(3) Students will be able to reconsider the teaching materials in the Japanese language class based on the philosophy and ideas 

learned in the class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、言葉の学びに携わる者に必要とされる知識を提供し、受講者はその知識をグループワークなどで活用しながら習

得していく。小学校教材のみならず、比較のために中学、高校の教材も使用し、さらには、映画などのポップカルチャーを使用す

ることもある。必ずしも教員免許状取得を目的としていなくとも、「言葉」を再考したい方には益のある授業内容である。 

 

In this class, teachers provide the required knowledge to Japanese language teachers, and students acquire the knowledge while 

utilizing it in group work. In class, we use not only elementary school materials but also junior high and high school materials for 

comparison, and sometimes use pop culture such as movies. Students who do not aim to obtain a teacher's license can also 

participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「言葉を覚えたせいで」 

2. 教材研究の基礎（1）：「ストーリーメイク」をどのようにしていけばよいか？ 

3. 教材研究の基礎（2）：A と「見えない B」を連鎖させる 

4. 教材研究の基礎（3）「みる」ことと言葉のあいだ 

5. 教材研究の基礎（4）人間が「物語る」ことの意味 

6. 「言語論的転回」とその否定 

7. 「プログラミング的思考」とその問題：「読解力」の低下に関する議論をめぐって（テキスト序論） 

8. 『君の名は。』と詩の言葉（テキスト第 3 章） 

9. 戦争がテーマとなった教材の課題（テキスト第 4 章） 

10. 「弱いロボット」と「ヒトらしい」コミュニケーション：「中動態」をめぐって（テキスト第 5 章） 

11. 演劇と言葉の学びをめぐる問題（テキスト第 2 章） 

12. テキスト講読まとめの議論（テキスト第 1 章） 

13. 「文字」を考える：「書写」を考慮に入れつつ 

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） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動の多い授業であることを了解の上受講すること。 

（3）特に後半、授業前後のテキストの熟読は必須である。授業開始前に一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中、授業後に提出してもらう課題(40%) 

レポート試験の論述にあたっては、教科書指定した『言葉とアートをつなぐ教育思想』が必要となるので、必ず購入すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

テキストは必ず購入すること。レポート執筆にも用いる。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF253／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導要領（平成２9 年公示新指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を知り、

その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2017 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「新指導要領における算数科の学習指導内容領域」 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 変化と関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 変化と関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. データの活用「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ コンピテンシーベースの学力と算数 

数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回目は対面授業を実施する。以後は履修者との相談により決定していく。また、今般の COVID-19 感染拡散防止対応策の

状況により臨機応変に対応することになる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF254／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理科教育学の内容と現代的課題 

担当者名 

（Instructor） 
稲田 結美(INADA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①理科教育の目的・内容・方法・評価について理解する。 

②日本の子どもの理科学習の現状を把握するとともに，自然事象に対する学習者の認識の特徴や傾向を理解する。 

③理科教育における現代的課題の解決方法を具体的に提案する。 

 

①Students will be able to understand the purpose, content, method, and evaluation of science education. 

②Students will be able to understand the situation of children's science learning in Japan and the characteristics of children's 

perception of natural phenomena. 

③Students will be able to propose solutions to current problems in science education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科教育学に関わる基礎的事項について，歴史的変遷も踏まえつつ初等教育を中心に解説する。また，日本の子どもの現状や

理科教育において解決すべき課題について，多様なデータを提示しながら説明する。本授業では，アクティブ・ラーニングの視点

を取り入れ，受講生への課題や討論の機会を数多く設ける。 

 

I will explain the basic matters related to science education, focusing on primary education. At that time, I will also explain those 

historical transitions. 

In addition, I will explain the current situation of Japanese children and the problems to be solved in science education while 

presenting various data. 

In this class, there are many tasks and opportunities for discussions for students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 理科教育学とはどのような学問か 

2. 理科教育の目的・目標 

3. 小学校理科教育の内容 

4. 小学校理科教育の変遷 

5. 日本の子どもの理科学力１ 国際的な学力調査から 

6. 日本の子どもの理科学力２ 国内の大規模調査から 

7. 理科学習における性差とジェンダー問題 

8. 子どもの自然認識 

9. 理科における構成主義学習論 

10. 理科における問題解決活動と観察・実験 

11. 理科の教育課程編成と教材開発 

12. 理科学習の評価方法 

13. 理科における環境教育・防災教育・プログラミング教育 

14. 理科における安全指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて授業中に説明する。 

授業の前に次回のテーマに関して，参考文献や Webなどから情報を集めておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の小レポート(複数回)(Report)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大髙泉編、2018、『MINERVA はじめて学ぶ教科教育④ 初等理科教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623083675) 

2. 角屋重樹、2019、『改訂版 なぜ，理科を教えるのか 理科教育がわかる教科書』、文溪堂 (ISBN:4799903292) 

ほかに小学校学習指導要領解説理科編などを適宜使用するが，特に購入する必要はない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義を中心に進めるが，理科教育において解決すべき課題を取り上げ，その解決方法について，受講生間でのディスカッ

ションを複数回行う予定である。積極的な参加を期待している。 

初回は対面実施とし以後は受講生との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF255／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科の成立史、またその理念や原理について理解するとともに、それらを踏まえた生活科の特質や低学年児童の発達に応じ

た子ども理解を深め、生活科の教科内容を理解することができるようにする。 

 

Students can understand the history of the establishment of life sciences and their principles.They can deepen the 

understanding of children according to the characteristics of life sciences and the development of lower grade children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の教育理念や原理について学習したうえで、学習指導要領の目標・内容・方法等の構成について学ぶ。そして、生活科の

教科内容について、児童理解の方法及び学習の構想や授業の進め方等を考える。 

 

Students learn about the educational philosophy and principles of life studies. And then they learn about the composition of 

goals, contents, methods, etc. of the course of study. Then, regarding the subject content of the life studies, consider the 

method of understanding children, the concept of learning, and the method of proceeding with classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 生活科の誕生――学習指導要領の変遷とともに―― 

3. 生活科の目標と内容構成 ――スタートアップカリキュラムとしての生活科―― 

4. 生活科の内容の検討２――①「学校と生活」②「家庭と生活」③「地域と生活」④「公共物や公共施設の利用」⑤「季節の変

化と生活」 ―― 

5. 生活科の内容の検討３――⑥「自然やものを使った遊び」⑦「動植物の飼育・栽培」⑧「生活や出来事の交流」⑨「自分の成

長」 ―― 

6. 生活科の源流を探る――ドイツ語圏の Sachunterricht―― 

7. 生活科の源流を探る――ドイツ語圏の Sachunterrichtの教科書の検討―― 

8. 生活科の単元構想とその検討１ 

9. 生活科の単元構想とその検討２ 

10. 生活科の単元構想とその検討３ 

11. 生活科の単元構想とその検討４ 

12. 生活科の単元構想とその検討５ 

13. 生活科の実践と評価 

14. まとめ――これからの生活科―― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分で授業構想を練るだけでなく、その一部または全部を実践してみる工程を含んでいるため、授業時間外の作業は非常に多く

なることに留意してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配布あるいは指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科という教科の理念や内容についてその歴史的展開を一方で追いつつ、他方で戦後日本を代表する社会科教育実践につ

いて平和で民主的な社会の担い手を形成する授業実践の思想と方法を学ぶことで、社会科の教科としての意義や特徴を把握す

る。 

 

1) By acquiring basic knowledge of the theoretical frameworks of the subject of social studies (history, goals, methods), 

students will be able to grasp the significance and issues of the subject. 

2) Students will be able to specifically conceptualize what they have learned from past practice regarding teaching methods for 

social studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。 

②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の授業実践のあり方について実践記録を手がかりに考察する。 

 

1) Students will consider various issues surrounding historical changes of curriculum guidelines and textbooks geared toward 

post-war education and the historical development of social studies education. 

2) Students will consider working on lesson reports regarding ways of conducting social studies classes accumulated friom 

post-war alternative education movements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：民主主義の担い手を育てる社会科教育のために 

2. 戦後教育と社会科の歩み①：1947 年学習指導要領から考える 

3. 戦後教育と社会科の歩み②：「初期社会科」の授業実践から考える 

4. 戦後教育と社会科の歩み③：逆コースのなかの社会科 

5. 戦後教育と社会科の歩み④：家永三郎と教科書裁判 

6. 社会科教育の論点①：家庭科教育と社会科教育 

7. 社会科教育の論点②：歴史認識論争と「慰安婦」問題 

8. 社会科教育の論点③：18 歳選挙権時代のシティズンシップ教育 

9. 教育実践に学ぶ①：授業づくりの思想と方法、民間教育運動の役割と教師の主体形成 

10. 教育実践に学ぶ②：小学校社会科・若狭蔵之助の授業実践 

11. 教育実践に学ぶ③：中学校・安井俊夫の授業実践 

12. 教育実践に学ぶ④：高校社会科・加藤公明の授業実践 

13. 教育実践に学ぶ⑤：高校社会科・浅尾弘子の授業実践 

14. 授業全体の振り返りとまとめ：変革的知識人としての社会科教師と子どもを解放する授業実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを活用し、事前に読んでもらいたい資料を配布する。それについて考えを述べる予習課題を提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出・発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉田裕、2005、『日本人の戦争観: 戦後史のなかの変容』、岩波書店 (ISBN:9784006031077) 

テキストは必ず購入し、初回の授業に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田賢次・荒井眞一編、2013、『学力と教育課程の創造』、同時代社 (ISBN:978-4886837523) 

本授業全体に見合った参考文献を強いてあげるとすれば上記である。各授業毎に参考文献を紹介するので、必要に応じて参照

してほしい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的に授業は講義形式であるが、学生への質問も活発に行う。教育実践についての評価を受講者のあいだで討論を試みるこ

ともしたい。積極的な受講態度が期待される。なお、受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更する場合があ

る。必ずしも教員にならない学生にとっても戦後の民主主義の担い手を育てる課題を一身に背負って出発した教科としての社会

科の理念や歴史を知ることは有益である。初等教育専攻課程の学生はもちろんのこと、教育学専攻の学生も積極的に履修をし

てほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

Regarding what they have learned about home economics in school education up until now, students will be able to reconsider 

the role of economics in schools while developing subject philosophies and teaching philosophies, etc., through teaching, as well 

as deepening their appreciation for the interesting and appealing points of home economics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

In the first half of the class, students will consider the relevant historical background, significance of learning, class objectives 

and content of home economics through lectures and active learning, and the second half of the class will focus on workshops 

where students will consider the appealing points and relevant issues of home economics. The workshops will include group 

discussion, experience learning such as garment making (hand sewing and machine sewing, etc.), simple experiments and cooking 

practice, as well as role playing and presentations, etc. Students are expected to be able to broaden their range of subjective 

learning opportunities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認 他 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（講義＋ワークショップ：簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育・生活文化（講義＋ワークショップ) 

7. 家庭科の学習指導、家庭科における ICTの活用 他 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み）  他 

9. ワークショップ：家庭科の評価について （グループ討論 ） 確認小テストの実施 

10. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

12. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

13. 災害時の衣食住と家庭科教育    （プレゼンテーション予備日） 

14. まとめ （作品合評会も予定）  他  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップおよびプレゼンテーションに向けた準備等がある。ワークショッ

プに関しての準備には、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、また授業時間内に製作活動が終了できない場合は

授業時間外での完成が必須となる。プレゼンテーションは全員必須のため、興味のある家庭科に関するテーマについて積極的に

調べ、検討し、表現（発表）してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(30%)/授業内小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池﨑喜美恵編著、2020、『小学校指導法 家庭』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472405815) 
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2. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説 家庭編』、東洋館出版社 (ISBN:9784491034669) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2019、『未来の生活をつくる 家庭科で育む生活リテラシー』、明治図書 (ISBN:9784180624249) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科教育法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを勧めます。（可能ならば「家庭科教育法」履修前に） 

教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育の役割と児童への指導・支援について教育法の授業だけでは補えないものをフォロー

していく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教室で学習者の言語活動が活発になるということはどういうことかを考える。 

（2）人間が言葉を使い、言葉を教えることのあいだに存在する問題を考える。 

（3）国語科の教材を、授業で学んだ哲学や思想を踏まえて捉え直せるようになる。 

 

(1) Students will be able to think about what it means that learners' language activities become more active in the classroom. 

(2) Students will be able to think about the problems that exist between humans using language or teaching language. 

(3) Students will be able to reconsider the teaching materials in the Japanese language class based on the philosophy and ideas 

learned in the class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、言葉の学びに携わる者に必要とされる知識を提供し、受講者はその知識をグループワークなどで活用しながら習

得していく。小学校教材のみならず、比較のために中学、高校の教材も使用し、さらには、映画などのポップカルチャーを使用す

ることもある。必ずしも教員免許状取得を目的としていなくとも、「言葉」を再考したい方には益のある授業内容である。 

 

In this class, teachers provide the required knowledge to Japanese language teachers, and students acquire the knowledge while 

utilizing it in group work. In class, we use not only elementary school materials but also junior high and high school materials for 

comparison, and sometimes use pop culture such as movies. Students who do not aim to obtain a teacher's license can also 

participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「言葉を覚えたせいで」 

2. 教材研究の基礎（1）：「ストーリーメイク」をどのようにしていけばよいか？ 

3. 教材研究の基礎（2）：A と「見えない B」を連鎖させる 

4. 教材研究の基礎（3）「みる」ことと言葉のあいだ 

5. 教材研究の基礎（4）人間が「物語る」ことの意味 

6. 「言語論的転回」とその否定 

7. 「プログラミング的思考」とその問題：「読解力」の低下に関する議論をめぐって（テキスト序論） 

8. 『君の名は。』と詩の言葉（テキスト第 3 章） 

9. 戦争がテーマとなった教材の課題（テキスト第 4 章） 

10. 「弱いロボット」と「ヒトらしい」コミュニケーション：「中動態」をめぐって（テキスト第 5 章） 

11. 演劇と言葉の学びをめぐる問題（テキスト第 2 章） 

12. テキスト講読まとめの議論（テキスト第 1 章） 

13. 「文字」を考える：「書写」を考慮に入れつつ 

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） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動の多い授業であることを了解の上受講すること。 

（3）特に後半、授業前後のテキストの熟読は必須である。授業開始前に一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業中、授業後に提出してもらう課題(40%) 

レポート試験の論述にあたっては、教科書指定した『言葉とアートをつなぐ教育思想』が必要となるので、必ず購入すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺哲男ほか編、2019、『言葉とアートをつなぐ教育思想』、晃洋書房 (ISBN:9784771031623) 

テキストは必ず購入すること。レポート執筆にも用いる。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指導要領（平成２9 年公示新指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を知り、

その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

Students will know about the current elementary school math class learning instruction contents in the current curriculum (the 

former 2017 curriculum) and elementary school math theories that form them, and know theories of instructional methods that 

back these teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

 The lecture will cover the elementary school math that makes up the instructional content of elementary school math classes 

and the relevant teaching theories. In order to more deeply understand those theories, students will watch DVDs of actual math 

classes and take math problem seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「新指導要領における算数科の学習指導内容領域」 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 変化と関係①「式の よみ、かき」 

総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 変化と関係②「関数の考え」 

「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. データの活用「資料の整理とよみ」 

統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ コンピテンシーベースの学力と算数 

数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにテキストを指定しない。必要に応じて、小学校算数科の教科書や中学校数学科の教科書を用いる。その際には教科書のコ

ピーしを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第１回目は対面授業を実施する。以後は履修者との相談により決定していく。また、今般の COVID-19 感染拡散防止対応策の

状況により臨機応変に対応することになる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理科教育学の内容と現代的課題 

担当者名 

（Instructor） 
稲田 結美(INADA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①理科教育の目的・内容・方法・評価について理解する。 

②日本の子どもの理科学習の現状を把握するとともに，自然事象に対する学習者の認識の特徴や傾向を理解する。 

③理科教育における現代的課題の解決方法を具体的に提案する。 

 

①Students will be able to understand the purpose, content, method, and evaluation of science education. 

②Students will be able to understand the situation of children's science learning in Japan and the characteristics of children's 

perception of natural phenomena. 

③Students will be able to propose solutions to current problems in science education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

理科教育学に関わる基礎的事項について，歴史的変遷も踏まえつつ初等教育を中心に解説する。また，日本の子どもの現状や

理科教育において解決すべき課題について，多様なデータを提示しながら説明する。本授業では，アクティブ・ラーニングの視点

を取り入れ，受講生への課題や討論の機会を数多く設ける。 

 

I will explain the basic matters related to science education, focusing on primary education. At that time, I will also explain those 

historical transitions. 

In addition, I will explain the current situation of Japanese children and the problems to be solved in science education while 

presenting various data. 

In this class, there are many tasks and opportunities for discussions for students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 理科教育学とはどのような学問か 

2. 理科教育の目的・目標 

3. 小学校理科教育の内容 

4. 小学校理科教育の変遷 

5. 日本の子どもの理科学力１ 国際的な学力調査から 

6. 日本の子どもの理科学力２ 国内の大規模調査から 

7. 理科学習における性差とジェンダー問題 

8. 子どもの自然認識 

9. 理科における構成主義学習論 

10. 理科における問題解決活動と観察・実験 

11. 理科の教育課程編成と教材開発 

12. 理科学習の評価方法 

13. 理科における環境教育・防災教育・プログラミング教育 

14. 理科における安全指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて授業中に説明する。 

授業の前に次回のテーマに関して，参考文献や Webなどから情報を集めておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の小レポート(複数回)(Report)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 大髙泉編、2018、『MINERVA はじめて学ぶ教科教育④ 初等理科教育』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623083675) 

2. 角屋重樹、2019、『改訂版 なぜ，理科を教えるのか 理科教育がわかる教科書』、文溪堂 (ISBN:4799903292) 

ほかに小学校学習指導要領解説理科編などを適宜使用するが，特に購入する必要はない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義を中心に進めるが，理科教育において解決すべき課題を取り上げ，その解決方法について，受講生間でのディスカッ

ションを複数回行う予定である。積極的な参加を期待している。 

初回は対面実施とし以後は受講生との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 762 - 

■AF455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科の成立史、またその理念や原理について理解するとともに、それらを踏まえた生活科の特質や低学年児童の発達に応じ

た子ども理解を深め、生活科の教科内容を理解することができるようにする。 

 

Students can understand the history of the establishment of life sciences and their principles.They can deepen the 

understanding of children according to the characteristics of life sciences and the development of lower grade children. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生活科の教育理念や原理について学習したうえで、学習指導要領の目標・内容・方法等の構成について学ぶ。そして、生活科の

教科内容について、児童理解の方法及び学習の構想や授業の進め方等を考える。 

 

Students learn about the educational philosophy and principles of life studies. And then they learn about the composition of 

goals, contents, methods, etc. of the course of study. Then, regarding the subject content of the life studies, consider the 

method of understanding children, the concept of learning, and the method of proceeding with classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 生活科の誕生――学習指導要領の変遷とともに―― 

3. 生活科の目標と内容構成 ――スタートアップカリキュラムとしての生活科―― 

4. 生活科の内容の検討２――①「学校と生活」②「家庭と生活」③「地域と生活」④「公共物や公共施設の利用」⑤「季節の変

化と生活」 ―― 

5. 生活科の内容の検討３――⑥「自然やものを使った遊び」⑦「動植物の飼育・栽培」⑧「生活や出来事の交流」⑨「自分の成

長」 ―― 

6. 生活科の源流を探る――ドイツ語圏の Sachunterricht―― 

7. 生活科の源流を探る――ドイツ語圏の Sachunterrichtの教科書の検討―― 

8. 生活科の単元構想とその検討１ 

9. 生活科の単元構想とその検討２ 

10. 生活科の単元構想とその検討３ 

11. 生活科の単元構想とその検討４ 

12. 生活科の単元構想とその検討５ 

13. 生活科の実践と評価 

14. まとめ――これからの生活科―― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分で授業構想を練るだけでなく、その一部または全部を実践してみる工程を含んでいるため、授業時間外の作業は非常に多く

なることに留意してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(30%)/授業内レポート(30%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配布あるいは指示する 

 

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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■AF489 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語科教育論 

(English Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ETM (Education Through Music）を通しての学び 

担当者名 

（Instructor） 
西村 正和(NISHIMURA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 30 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における外国語活動・外国語の授業実践に必要な実践的な運用力と、英語に関する背景的な知識を身に着ける 

 

This course aims for students to acquire practical English proficiency and knowledge about English necessary for foreign 

language lessons in elementary school.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歌遊びを土台にしたプログラムである ETM を体験しながら、その理論と手法を学び、「人はいかにして学ぶか」について理

解を深める。 

 

While experiencing Education Through Music(ETM), a program based on English singing games, students learn its theory and 

techniques and also deepen understanding of how people learn. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業実践に必要な力（１）聞くこと 

2. 授業実践に必要な力（２）話すこと・発表 

3. 授業実践に必要な力（３）読むこと・書くこと 

4. 英語に関する基本的な知識（文法・正書法など） 

5. 第二言語習得に関する基本的な知識 

6. 児童文学と教材 

7. 異文化理解と教材 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に ETM 研究会の HPを回覧し、ETM に関する予備知識を得ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度(20%)/デモティーチングへの参加と取り組み(20%)/授業内のミニレポート（3 回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Education Through Music 研究会、2018 年、『「ETM 実践ハンドブック」』、ETM 実践ハンドブック編集委員会 

2. 金森強ほか、2017 年、『「主体的な学びをめざす小学校英語教育」』、教育出版 (978-4-316-80444-6  C3037) 

3. 卯城祐司ほか、2013 年、『「リテラシーを育てる英語教育の創造」』、旺文社 (ISBN:978-4-7620-2329-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業日 

11 月 27 日（土）1・2 限 

12 月 4 日（土）1～3 限 

12 月 11 日（土）1・2 限 

 

注意事項（Notice） 
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■AL001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ａ 

(Arts and Humanities for Career Development a) 

担当者名 

（Instructor） 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard 上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2021 年度はオンラインで実施する。本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位

が取得できない。履修登録状況画面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成 ｂ 

(Arts and Humanities for Career Development b) 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

The aim of this course is for students to question their own individual goals and clarify the meaning and purpose of their study 

of the humanities, while they design their own lives and careers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

"Know thyself" is the eternal theme of the humanities. Whatever the age and culture, every human being has pursued "the self 

and how to live." Interestingly, the fact that the answer differs for every individual is what distinguishes the humanities from 

other studies. This class is not a vocational education class. Its aim is for students to think about "Who am I?," "What does it 

mean to live with others?," and "What themes do I want to explore throughout my life?," while keeping their future life designs 

in mind. At the base is thinking on one's own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard 上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2021 年度はオンラインで実施する。本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位

が取得できない。履修登録状況画面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 
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注意事項（Notice） 
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■AL103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL103／合同講義１ 

(Joint Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SDGs 概論/Introduction to SDGs 

担当者名 

（Instructor） 

村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

阿部 治(ABE OSAMU) 

藤田 香（FUJITA KAORI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）」は、2015年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な世界を

実現するための 2030 年までの国際目標のことである。本講義では、地球の環境危機を知り、SDGs が掲げる基本理念とその背

景にある思想、関連する知識を理解し、SDGs を社会で実現するための基礎と方法を学ぶことを目標とする。 

 

SDGs is international agenda towards 2030 to realize the sustainable world, resulted during the UN summit in September 2015. 

The goal of this lecture is to equip basic knowledge and methods to realize the SDGs in the society via learning environmental 

crises and understanding fundamental ideas and background thoughts.   

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と質疑を中心として以下のことについて学び、今日の環境危機と地域創生や地方創生について事例を交えながら検討し考

察する。 

・世界における環境危機の現状 

・SDGs の基本理念、背景にある思想と歴史的経緯、関連する知識 

・SDGs を社会に実装する産業界の活動や ESD、地域創生に果たす役割 

 

The course combines lectures and question/answer sessions to cover the following. 

1) Current environmental crises 

2) understanding fundamental ideas and background thoughts of SDGs 

3) Roles of industries in realization of the SDGs, ESD, vitalization of local communities 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義の内容と進め方、成績評価、約束事など）（担当者全員）  

2. SDGs の総論①：SDGs の理念とその成立の背景と経緯、持続可能な社会とは（担当阿部） 

3. 環境危機の現状：地球温暖化（目標 13）（ゲスト講師） 

4. SDGs の総論②：SDGsの 17 のゴールの基本理念（阿部）  

5. SDGs 解説: 環境危機と地域(1)（目標 6, 12, 14, 15）（阿部）  

6. SDGs 解説: 人権と健康（目標 3, 4, 5）（村上） 

7. SDGs 解説: 経済と自然資本（目標 2, 8, 9, 12, 14, 15）（藤田） 

8. SDGs 解説: 平等と平和（目標 1, 10, 16）（ゲスト） 

9. SDGs 解説: 教育（ESD）と地域創生（目標 4）（阿部） 

10. SDGs 解説：エネルギーと都市（目標 7,11, 13）（藤田） 

11. SDGs 解説: 環境倫理: （村上） 

12. SDGs 解説：環境と科学技術: （村上） 

13. SDGs 解説：連携とコミュニケーション（目標 17）（藤田）  

14. まとめ（担当全員） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストと講義中に指示した資料を事前に読み、理解すような事前学習を行ってください。また、事後に章レポートを課すことがあ

りますので、期限内に必ず提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート(複数回)(80%)/授業内提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部治・野田恵、2019、『知る・わかる・伝える SDGsI』、学文社 
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参考文献（Readings） 

1. 阿部治・二宮さち、2021、『知る・わかる・伝える SDGs II』、学文社 

2. 阿部治・岩本泰、2021、『知る・わかる・伝える SDGs III』、学文社 

3. 阿部治、2017、『ESD の地域創生力』、合同出版 

4. 河野哲也、2015、『いつかはみんな野生にもどる』、水声社 

5. 田中治彦ほか、2019、『SDGs カリキュラムの創造』、学文社 

6. Think and the Earth、2018、『未来を変える目標：SDGs アイデアブック』、紀伊国屋書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL104／合同講義 ２ 

(Joint Lectures 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Humanities in the age of artificial intelligence/ data science 

担当者名 

（Instructor） 
村上 祐子(MURAKAMI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人工知能やデータサイエンスの時代に人文学が果たす役割を学ぶ 

 

To learn how humanities work in the age of artificial intelligence and data science 

 

授業の内容（Course Contents） 

人文学が情報学に果たしてきたことを学び、情報学が人文学に及ぼす影響について考察する．毎回の授業は講義＋グループデ

ィスカッション＋リアクションペーパーで構成される． 

 

Students will learn roles of humanities in informatics and impacts of ICT on humanities. Each session will consists of lecture, 

group discussion, and writing of a short paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction. Humanities and informatics: a historical overview. 

2. Overview: digital humanities 

3. practice session: visual programming 1 

4. practice session: visual programming 2 

5. technology and research in humanities 1 

6. technology and research in humanities 2 

7. artificial intelligence and robots in literature 1 

8. artificial intelligence and robots in literature 2 

9. Corpus linguistics: Japanese colloquial corpus 

10. applications of corpus to language education 

11. society with data science: pro and con 1 

12. society with data science: pro and con 2 

13. philosophy and artificial intelligence 

14. wrap-up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する資料・動画の予習および最終レポートに向けた論点整理を日常的に行うこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(42%)/グループディスカッション参加(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業中にオンラインで参考資料を提示する． 

 

注意事項（Notice） 
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■AL107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 １ 

(Calligraphy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また，書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 2 日（月）、3日（火）、4 日（水）、5 日（木）、6日（金） 1 時限～3 時限 

Zoomによるオンライン形式 (2021.7.27 変更)【変更前】教室：4353 
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■AL108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 ２ 

(Calligraphy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

By copying and learning Chinese and Japanese classics and writings, students will acquire the knowledge and background of 

calligraphy in general and the skills necessary for teaching junior high school Japanese language transcription. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また， 書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

必ず初回に道具を持ってくること。 

 

In the practical training, students will learn how to write strokes and character forms in regular script and semi-cursive script – 

the fundamentals of calligraphy – by copying classics on calligraphy paper. In addition, lectures will be conducted to acquire 

knowledge of the historical background of calligraphy and its tools and materials. 

Students are to bring their writing materials from the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 2 日（月）、3日（火）、4 日（水）、5 日（木）、6日（金） 4 時限～6 時限 

Zoomによるオンライン形式 (2021.7.27 変更)【変更前】教室：4353   
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■AL114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL114／ＳＤＧｓフィールドワーク＜ローカル＞ 

(SDGs Fieldwork(Local)) 

担当者名 

（Instructor） 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

奇二 正彦(KIJI MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1030 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 定員 20 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国内のある地域の生態学的自然と人間の歴史・文化・産業を理解し、その地域の視点に立ちながら、SDGｓの目標に即した持続

可能な社会を構築していくための課題と方法を体験的に理解すると同時に、ESD（環境教育）的な視座を獲得する。 

 

Understand the ecological nature and human history, culture, and industry of a certain region in Japan, and gain an experiential 

understanding of the issues and methods for building a sustainable society in line with the goals of the SDGs, and at the same 

time gain an ESD (environmental education) perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

岩手県陸前高田市のグローバルキャンパスを基地として、陸前高田市の自然、歴史・文化と産業、そして 2011 年の東日本大震

災に伴う津波被害について理解し、この地域の課題を掘り起こし、地域の人々と交流し、地域の人々の視点に立って持続可能な

社会づくりのための提案をする。同時に、岩手県立高田高校の生徒の総合的な探究の時間の授業と連携し、高校生の地域創生

教育を支援し、共同で探究教育の発表を行う。事前学習を経て、3 泊 4 日程度の現地調査を行い、最終日にグローバルキャンパ

スで発表を行う。現地調査後に個々人が最終レポートを作成する。 

 

Using the Rikkyo Global Campus in Rikuzentakata City, Iwate Prefecture as a base, the students will gain an understanding of 

the nature, history, culture, and industry of Rikuzentakata City, as well as the tsunami damage caused by the 2011 Great East 

Japan Earthquake, uncover issues in the area, interact with local people, and make proposals for the creation of a sustainable 

society from the perspective of local people. At the same time, we will collaborate with the integrated inquiry class of students 

at Iwate Prefectural Takada High School to support the high school students' community development education and jointly 

present their inquiry education. After a preliminary study, the students will conduct field research for about four days and three 

nights, and make a presentation at the Global Campus on the last day. After the field research, each student will write a final 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業内容の説明、SDGｓの趣旨と理念、ESD の意義、探究と調査の進め方について打合せ 

2. 合同レクチャー：「土地の価値の掘り起こし方」、環境調査と地域創生の方法と進め方 

3. 事前研究会（１）各グループでの事前調査の実施状況、進捗の報告 

4. 事前研究会（２）各グループでの事前調査の実施状況、進捗の報告、高田高校との調査連携、現地調査方法確認 

5. 現地調査（１）陸前高田市の自然・歴史・文化の調査 

6. 現地調査（２）地域調査 

7. 現地調査（３）地域調査 

8. 現地調査（４）地域調査 

9. 現地調査（５）地域調査 

10. 現地調査（６）調査の検討と哲学対話 

11. 現地調査（７）調査の検討と事業案の作成、発表の準備 

12. 現地調査（８）調査の検討と事業案の作成、発表の準備 

13. 現地調査（９）調査報告、高田高校生徒との合同発表会 

14. ふりかえりとまとめ：成果報告会、講評、レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前調査は、各自が文献・ホームページなどにあたりながら進め、現地調査に必要なアポイントメントを取っておく。事前のインタ

ビューなどをオンラインで実施する。現地調査後、成果をまとめて報告するとともに、レポートを作成する。テキストと参考文献を

十分に参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの参加と取り組み(50%)/事前研究会・事後報告会への参加と報告内容(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小熊 英二、２０１９、『地域をまわって考えたこと』、東京書籍 (ISBN:4487812208) 
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2. 星野道夫、19999、『旅をする木』、文春文庫 (ISBN:4167515024) 

 

参考文献（Readings） 

1. Think the Earth、2018、『未来を変える目標：SDGｓアイデアブック』、紀伊國屋書店 (ISBN:4877385134) 

2. 足立倫行（著）秋月岩魚（写真）、1996、『奥只見物語―イヌワシ舞う渓谷』、世界文化社 (ISBN:441896519X) 

3. 阿部治・増田直広、2020、『ESD の地域創生力と自然学校-持続可能な地域をつくる人を育てる』、ナカニシヤ出版 

(ISBN:4779514592) 

4. 河野哲也、2021、『問う方法・考える方法：「探求型の学習」のために』、ちくまプリマー新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ガイダンスの開催日程と場所（オンラインの可能性もあり）は、後日 HP と掲示にて発表。その後のスケジュールもブラックボード

などを通じて通知するので、チェックを怠らないこと。ガイダンスに来られない学生は、河野（tetsuyakono@rikkyo.ac.jp）にメールで

問い合わせること。 

現地調査学生一人が負担する金額の目安：2 万〜2 万 5 千円程度（交通費、滞在費、雑費、保険代などを含む。学内補助を使用

した場合） 

 

注意事項（Notice） 
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■AL141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL141／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ １ 

(Humanities Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern History: a comparative analysis of the Mexican and Russian Revolutions 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1511 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to provide students with the opportunity to develop advanced communication skills through the 

discussion of controversial events in Modern History.  Students will be required to give presentations on assigned readings and 

lead class discussions.  Finally, they will write reviews of two films which deal with the themes of this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will investigate the causes and consequences of two of the most significant political upheavals of the early the 

Twentieth Century - the Mexican and Russian Revolutions.  Each of these events will be examined in the context of enormous 

economic, social, and cultural change.  In doing so we will determine to what extent the goals of both revolutions were similar.  

A number of leading revolutionary figures from both countries - such as Zapata in Mexico and Lenin in Russia - advocated the 

improvement of conditions for the lower classes.  The different ways in which the ideology of each revolution was implemented 

by each new regime - the Bolsheviks in Russia and Carranza in Mexico - will also be assessed.  A final component of this 

course will be to examine the portrayal of each revolution in film - the Russian Revolution in David Lean`s Doctor Zhivago 

(1965) and the Mexican Revolution in Ennio Morricone`s Once Upon a Time... The Revolution (1971).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduced and Syllabus explained   

2. Mexican Revolution: The old regime and the causes of the revolution (1876-1910) 

3. Mexican Revolution: The Madero revolt and regime (1910-11) 

4. Mexican Revolution: Counter-revolution and constitutionalism (1913-14) 

5. Mexican Revolution: The revolution in power (1914-20) 

6. Mexican Revolution: Cárdenas and after (1930 -) 

7. Portrayal of the Mexican Revolution in Ennio Morricone`s Once Upon a Time... The Revolution (Film 1971) 

8. Russian Revolution: The February Revolution and Provisional Government 

9. Russian Revolution: Social Polarization and the Crisis of Power  

10. Russian Revolution: Society and Economy in the Civil War 

11. Russian Revolution: NEP Economy and Politics  

12. Russian Revolution: NEP Culture and Society 

13. Russian Revolution: Conclusion 

14. Portrayal of the Russian Revolution in David Lean`s Doctor Zhivago Doctor Zhivago (Film 1965) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read assigned pages of the course textbooks and prepare for presentations in class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

student presentations(50%)/class discussions(30%)/film reviews(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Alan Knight. 2016. The Mexican Revolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780198745631) 

2. S. A. Smith. 2002. The Russian Revolution: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780192853950) 

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in seminar style.   

 

注意事項（Notice） 



 

 - 779 - 

■AL142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL142／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ ２ 

(Humanities Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Philosophy of Education: Reading John Dewey's Experience and Education 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1711 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar aims to philosophize education through reading and discussing John Dewey's Experience and Education. The goals 

are: (1) to become able to think philosophically through reading a text, (2) to gain skills for having and learning from philosophical 

discussions, and (3) to develop one's own insight into fundamental questions on education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In Experience and Education, Dewey presents his philosophical views on the role of experience in awakening and fostering 

children's ability to learn actively. Reading this classic, we will discuss fundamental questions on education, experience, 

creativity and other human abilities, etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Seminar guidance and other preparations for the preliminary class discussion  

2. Preliminary class discussion on education 

3. Reading and discussing Chapter 1 

4. Reading and discussing Chapter 2 

5. Reading and discussing Chapter 3 (1) 

6. Reading and discussing Chapter 3 (2) 

7. Reading and discussing Chapter 4 

8. Reading and discussing Chapter 5 

9. Reading and discussing Chapter 6 

10. Reading and discussing Chapter 7 (1) 

11. Reading and discussing Chapter 7 (2) 

12. Reading and discussing Chapter 8 

13. Reading and discussing Chapter 9 

14. Overall discussion on the book 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required: 

(1) to read the relevant part of the book, 

(2) to present the assigned part in the class,  

(3) to write a final essay based on the book and class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Dewey. 1997. Experience and Education. Kappa Delta Pi Lecture (ISBN:0684838281) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・デューイ、2004、『経験と教育』、講談社学術文庫 (ISBN:4061596802) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL143／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ ３ 

(Humanities Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to religious studies 

担当者名 

（Instructor） 
ムスリン，Ｉ(MUSULIN ILJA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1111 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are to provide students with basic knowledge regarding religion and religious studies, and to 

enable them to think about religion-related issues from different viewpoints in an objective manner. We shall do so by 

introducing various early theories of religion and by examining their strengths and weaknesses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, while taking up concrete examples from various faiths, we shall analyze how scholars and thinkers have viewed 

religion. We shall look at fields such as psychology, sociology and anthropology, and by studying and comparing different 

approaches to understanding religion, consider important general questions such as: what is religion, why is it necessary to 

humans, what role does it play in society and culture, etc.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  a) Course introduction. b) Explanations of religion in Ancient Greek and Roman philosophy 

During this class we will talk about the contents and objectives of the course, as well as about the grading criteria, 

attitude in class, etc. 

Furthermore, as a brief preparation for the study of the theory of religion, we will introduce some basic approaches to 

religion by taking up several ancient Greek and Roman philosophers who endeavored to explain the origins of religious 

faith and the reason why religion exists. 

2. The founding of modern-day religious studies 

In this lecture we will talk about how religious studies were established as a field, and what the main principles of the field 

are. 

3. Religion and intellect: H. Spencer and E.B. Tylor 

Here we shall talk about the view that religion is an attempt to understand the world we live in, about cognitive origins of 

religious belief, types of religion, and other issues concerning religion discussed by British intellectualists from the second 

half of the 19th century.  

4. Religion and intellect: J.G. Frazer 

During this lecture we shall continue thinking about the early intellectualist approach to religion and discuss what magic is 

and how it is related with religion.  

5. Religion and emotions: R.R. Marett and B. Malinowski 

Here, in order to explore the role of human emotions in the formation of religious beliefs, we shall study about early 

emotionalist theories of religion and their criticism of the intellectualist approach to understanding religion. 

6. Religion as behavior: Ritual and sacrifice 

During this class we shall think about the meaning and importance of religious practice and the social functions of rituals 

by learning about early theories of religious behavior put forth by the British scholar W. Robertson-Smith and the Dutch 

scholar A. Van Gennep. 

7. Religion and society 

Here we shall consider the problem of the definition of religion, as well as religion’s social role and character by drawing 

upon the theory of the French sociologist E. Durkheim. 

8. Guidance regarding the exam 

During this lesson the students will be informed about grading criteria and will be given detailed instructions regarding how 

to write an objective and persuasive term-end paper. 

9. Religion and the individual 

Here we shall talk about the establishment of the field of religious psychology and, focusing on the issues taken up by 

such early psychologists of religion as W. James, examine the relationship between individuals’ psychology and religious 

faith. 

10. Religion in psychoanalysis: With a focus on S. Freud  

This lecture too will be dedicated to a psychological understanding of religion, this time that by the founder of 

psychoanalysis S. Freud. Based on his writings about religion, we shall think about issues such as how psychological needs 

are related to religious beliefs, what psychological benefits religious faith confers on humans and whether religion is and in 



 

 - 781 - 

what way detrimental to our psychological development.  

11. Criticism of Freud’s view of religion 

This lecture will, while introducing C.G. Jung’s understanding of religion and religiosity, bring up various criticisms of 

Freud’s psychoanalytical view of religion.  

12. The character of religious and magical thinking 

Here, while introducing the views of several philosophers and religious studies scholars, we shall discuss whether there 

are deep, fundamental differences between the cognition involved in religious belief and the cognition involved in non-

religious (secular) thinking, or not.  

13. Religion and economy  

By taking up K. Marx’ views on religion and the theory of sociologist M. Weber, we will consider how the economic and 

political system, social class and profession influence individuals’ religious outlooks, as well as how religious beliefs and 

values shape attitudes toward profession and economy.  

14. Religion and meaning 

Here, in order to examine the issue of religion and meaning, both on societal and individual levels, we shall take up the 

thought of anthropologist C. Geertz, who viewed religion as a system of symbols that gives human societies meaning 

through ideals and norms, and psychologist V. Frankl, who emphasized the relationship between religious faith and the 

meaning of life in individuals.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students taking this course will be required to read a book on religion as preparation for writing their term-end papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/Attitude in class(20%) 

2021.4.9 変更【変更前】レポート試験 75%,平常点 25% (Attitude in class(15%) ,Attendance(10%)) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

  Reading material will be introduced in each lesson. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Handouts will be distributed during each class.  

Students will not be required to study in advance.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL144／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ ４ 

(Humanities Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Short and Sweet: Reading Flash Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1311 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To introduce active reading strategies with a focus on intensive reading 

• To read and analyze flash fiction in English  

• To discuss literary works in English 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will focus on intensive reading of flash fiction—short stories of three or fewer pages. Though short, these stories 

possess all of the elements that define fiction. Through regular in-class and out-of-class practice, students will develop 

strategies to more effectively understand and critically approach works of fiction of any length. Work in the course will involve 

regular summarizing and analysis of the stories, one or two in class presentations per student, and one final paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to tools of fiction analysis.  

Practice making a reading map with Story 1 “Night” (Lott) 

2. Story 2: “Barbie Birthday” (Townsend) 

3. Story 3: “Bullhead” (Wilson) 

4. Story 4: “Words” (McCaffrey) 

5. Story 5: “Blind Fish” (Thon) 

6. Story 6: “The Doctor” (Hood) 

7. Story 7: “What Were Those White Things” (Hemple) 

Analysis Paper 1 is due 

Presentations about stories for analysis 

8. Story 8: “The Wallet” (McCuaig) 

9. Story 9: “The Mesmerist” (Knight) 

10. Story 10: “Oliver’s Evolution” (Updike) 

11. Story 11: “Baker’s Helper” (Anderson) 

12. Story 12: “Geometry Can Fail Us” (Jacksha) 

13. Story 13: “Paterson Fire” (Gifford) 

14. Story 14: “Initials Sketched on a Dining Room Table” (Orner) 

Analysis Paper 2 is due 

Presentations about stories for analysis 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week. Students will need to 

prepare both a summary and analysis of the week's story prior to the weekly class session. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation including group discussions and reading checks(30%)/Weekly reading responses submitted via 

Blackboard(30%)/Reading Analysis Paper 1(15%)/Reading Analysis Paper 2(15%)/In-Class Presentations based on stories for 

analysis(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Shapard, Robert and Japmes Thomas. 2015. Flash Fiction Forward: 80 Very Short Stories. W.W. Norton (ISBN:978-

0393328028) 

Students are not required to purchase the textbook. Readings will be made available to students in digital form on the password 

protected course Blackboard page 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0   
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■AL145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL145／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ ５ 

(Humanities Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
International Flash Fiction: Reading Very Short Stories From Around the World 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1311 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• Develop sensitivity to cross-cultural issues through analysis of international fiction 

• To read and analyze flash fiction from around the world in English 

• To discuss readings in English and to lead one or two analysis discussions 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will focus on intensive reading of international flash fiction—very short stories of 2-3 pages from around the world. 

Through regular in-class and out-of-class practice, students will develop strategies to more effectively understand and 

critically approach works of fiction and will cultivate sensitivity to cultural differences.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduce strategies for reading and understanding fiction 

Story 1: “Little Girls” by Tara Laskowski (USA) 

2. Story 2: “Amerika Street” by Lili Potpara (Slovenia) 

3. Story 3: “The Attraction of Asphalt” by Stefani Nellen (Germany) 

4. Story 4: “Man Carrying Books” by Linh Dinh (Vietnam) 

5. Story 5: “That Color” by Jon McGregor (England) 

6. Story 6: “The Ache” by Elena Bossi (Argentina) 

7. Story 7: “Sleeping Habit” by Yasunari Kawabata (Japan) 

Assignment: Analysis Paper 1 is due 

Presentations about stories for analysis 

8. Story 8: “The Joke” by Giannis Palavos” (Greece) 

9. Story 9: “The Egg Pyramid” by Nuala Ni Chonchuir (Ireland) 

10. Story 10: “Eating Bone” by Shabnam Nadiya (Bangladesh) 

11. Story 11: “The Lament of Hester Muponda” by Petina Gappah (Zimbabwe) 

12. Story 12: “The Madonna Around Evelina’s” by Pierre J. Mejlak (Malta) 

13. Story 13: “The Black City” by Leonardo Alishan (Iran) 

14. Story 14: “Consuming the View” by Luigi Malerba (Italy) 

Assignment: Analysis Paper 2 is due 

Presentations about story for analysis 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the story for the week. Students will need to submit their 

weekly story analysis worksheet each week. Each week students will complete a worksheet for the reading for the week’s story. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation including group discussions and reading checks(30%)/Weekly Reading Responses (submitted via 

Blackboard)(30%)/Reading Analysis Paper 1(15%)/Reading Analysis Paper 2(15%)/In-class presentations about stories for 

analyses(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. James, Thomas. 2015. Flash Fiction International. W.W. Norton (ISBN:978-0393346077) 

Students are not required to purchase the textbook. The course readings will be made available on the course Blackboard 

website as PDF files. 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

•Late work will only be accepted in the case of a university-excused absence.  

•Additionally, if you know you will be absent when an assignment is due, submit your assignment before the due date.  

•You are allowed two unexcused absences. Your final grade will be reduced beyond the second unexcused absence. Absences 

for medical reasons should be accompanied by a note. Any student who misses more than one quarter of the class sessions will 

automatically fail the course. Regular participation in class discussions is an important expectation of the course. 

 

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL146／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｓｔｕｄｙ ６ 

(Humanities Studies 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Diverse Voices in Contemporary American Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1311 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• To read and analyze contemporary short stories in English 

• To discuss literary themes encountered in the stories surrounding diversity issues 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will be introduced to contemporary American short stories that highlight diversity issues. Through 

regular in-class and out-of-class practice students will develop strategies to more effectively understand and critically 

approach literary works and to analyze themes surrounding diversity, including race and sexual orientation. Work in the course 

involves regular short summaries and analysis of fiction, one or two in class presentations per student, and two short analysis 

papers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  Introduction to the Course and Approaches to Fiction and the Tools of Analysis 

2.  Reading: “Eraser Tattoo” (Reynolds) 

3.  Reading: “Eraser Tattoo” (Reynolds), continued 

4.  Reading: “Why I Learned to Cook” (Farizan) 

5.  Reading: “Why I Learned to Cook” (Farizan), continued 

6.  Reading: “A Boy’s Duty” (Flake) 

7.  Reading: “A Boy’s Duty” (Flake), continued 

Analysis Paper 1 due 

Presentation about analysis paper 

8.  Reading: “One Voice” (De la Cruz) 

9.  Reading: “One Voice” (De la Cruz), continued 

10.  Reading: “Catch, Pull, Drive” (Bailar) 

11.  Reading: “Catch, Pull, Drive” (Bailar), continued 

12.  Reading: “Kodama’s Ramen Shop” (Oh) 

13.  Reading: “Kodama’s Ramen Shop” (Oh), continued 

14.  Reading: Student Literary Analysis Presentations 

Analysis paper 2 due 

Presentation about analysis paper 

 Review of stories and course evaluation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having completed the readings for the week before class (about 10 

pages of fiction per week).  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation including group discussions and reading checks(30%)/Weekly reading response (submitted via 

Blackboard)(30%)/Reading Analysis Paper 1(15%)/Reading Analysis Paper 2(15%)/In-class presentations based on analysis 

papers(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Giles, Lamar, ed.. 2018. Fresh Ink: An Anthology. Ember (ISBN:9780521003513) 

Students are not required to purchase the course text. The readings from the text will also be made available on the Blackboard 

course page.  

 

参考文献（Readings） 

 



 

 - 787 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL201／心理学 １ 

(General Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the science of mind. 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は，ヒトのふるまいの原理や発達過程を検証することで意識やこころに迫ろうとしてきた。本講義では，まずこころの科学

が扱う対象やその基本的な方法について概説する。次いで、心理学における代表的な論争や実践の場を紹介することで、心理

学のテーマ（何を問題としているのか）について考える。 

 

Psychology has attempted to approach consciousness and the mind by examining the principles and the developmental 

processes of human behavior. The lectures will first outline the subjects dealt with by the science of the mind, and its 

fundamental methods. Following this, by introducing typical controversies and places of practice in psychology, the lectures will 

consider the themes of psychology (i.e., what issues it addresses). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学の射程 

3. 心理学の源流 

4. 心理学の方法―実験（１） 

5. 心理学の方法―実験（２） 

6. 心理学の方法―観察（１） 

7. 心理学の方法―観察（２） 

8. 心理学の方法―質問紙・面接（１） 

9. 心理学の方法―質問紙・面接（２） 

10. 心理学の方法―検査法（１） 

11. 心理学の方法―検査法（２） 

12. 個人差と個性（１） 

13. 個人差と個性（１） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboardでの電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。 

受講にあたっては秋学期「心理学２」を続けて履修することが望ましい。 

初回は対面実施とし、以後は履修者数などを考慮して決定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/ミニレポート課題(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜レジュメや参考文献を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

2. 高野 陽太郎, 岡 隆、2017、『心理学研究法 補訂版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントまたはレジュメ PDFデータを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参
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考文献の提示などに Blackboardを使用する。 

 

注意事項（Notice） 

【4/9 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間・Blackboardに掲載するので必ず事前に確認する

こと。 
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■AL202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL202／心理学 ２ 

(General Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を学び、それらを歴史的背景と関連付けて理解する。 

 

Students will learn fundamental knowledge concerning the science of the mind, and will understand this in relation to its 

historical background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，心理学史における代表的な立場について具体的な研究を紹介し、またシンプルな実験を実際に体験することで、そ

の理論的背景の理解を目指す。また各立場の相違や論争を概説し、それらを通して心理学の基本的な問題の理解を目指す。 

 

The lectures will introduce specific research on representative perspectives in the history of psychology, and will aim to 

understand its theoretical background through actual experience with simple experiments. The course will also outline the 

differences and controversies of each position, and through these will aim to understand the fundamental issues of psychology. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学成立前史 

3. 実験科学としての心理学と精神分析学 

4. ゲシュタルト心理学（１） 

5. ゲシュタルト心理学（２） 

6. 行動主義 

7. 新行動主義 

8. 認知心理学（誕生の背景と特徴） 

9. 問題解決 

10. 記憶と想起 

11. ヒューマンエラー 

12. 認知科学の転回（１） 

13. 認知科学の転回（２） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて事前学習または復習として小レポート課題の提出を求める。小レポートは Blackboardでの電子ファ

イル提出，〆切厳守とする。提出フォーマット等については授業中に指示するので留意すること。 

受講にあたっては春学期開講の「心理学１」に続いて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/ミニレポート課題(40%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木正人、2015、『新版アフォーダンス』、岩波書店 (ISBN:978-4000296342) 

2. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

3. 梅本尭夫, 大山正、1994、『心理学史への招待―現代心理学の背景 (新心理学ライブラリ) 』、サイエンス社 (ISBN:978-

4781907208) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。授業内課題の提示・提出や参考文献の提示
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などに Blackboardを使用する。  

初回は対面実施とし、以後は履修者数などを考慮して決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 １ 

(Information Processing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア入門「伝える」をテーマにした情報処理の講義 

担当者名 

（Instructor） 
小山 洋行(KOYAMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報や意図などを「より良く伝える」ための多様な観点を認識する。そして昨今のデジタル関連の興味深い内容や事例から、デジ

タル情報技術の関心の幅を広げる。将来の情報化社会や情報技術をより深く学ぶためのステップになることを目的とする。 

 

Students will recognize diverse points of view for better conveying information, intentions, etc. They will also broaden their 

breadth of interest in digital information technology, drawing on recent interesting digital content and examples. The course 

aims to serve as a step toward learning more about information technology and the information society of the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディア入門と題して生活の中のデジタル技術とそれに関わる仕組み、問題点などを解説していく。デジタル情報機器や技

術に関しての知識や、それと密接に関わっている「デザイン」や「アート」さらに「メディアリテラシー」の知識を深める。皆さんの素

朴な疑問などもとりあげて解説する予定。講義形式で行い、実習はありません。 

 

Under the title of Introduction to Multimedia, the course will explain the digital technology in our lives, related mechanisms and 

issues, etc. Students will deepen their knowledge of digital information equipment and technologies, and as well as the deeply 

connected matters of “design,” “art,” and “media literacy.” The course will provide explanations in response to students' simple 

questions. It will be conducted in lecture format, without practical work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明、オリエンテーション 

2. ハードウエア 

3. インターフェイス 

4. ソフトウエア 

5. DTP 

6. グラフィックデザイン（構図、色彩） 

7. コンピュータグラフィックス、アニメーション 

8. WEB デザイン 

9. インターネット・ネットワーク技術（１） 

10. インターネット・ネットワーク技術（２） 

11. デジタルデータ、映像などの圧縮技術 

12. 放送 

13. 携帯端末 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および受講態度(50%)/課題(10%) 

３／４以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 ２ 

(Information Processing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理入門 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 190 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的な情報技術の習得を目指します。 

 

It aims to provide training in fundamental information technologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報の表現方法、処理方法、利用方法を学ぶことは、学生として、また今後社会人として活躍するためにも重要です。本授業で

は、情報リテラシーを演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Learning how to express, process, and use information is important for activity as a student and later as a working member of 

society. Through exercises in this class, students will learn methods for acquiring and skillfully using information literacy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、Microsoft Windowsの基本操作 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 既存のデータを利用した文書の作成 

6. 表計算の基本操作 

7. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

8. 数式・関数を活用した集計表の作成 

9. グラフの基本 

10. プレゼンテーションの企画 

11. わかりやすいストーリー構成 

12. センスアップするレイアウトデザイン 

13. イメージを伝えるイラスト・写真活用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2013、『情報利活用コンピュータリテラシーOffice2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9701-

5C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ａ 

(Information Processing 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため、毎回 PowerPointを操作しながら受講する必要がある。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, it is necessary to take the course while operating PowerPoint 

every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式とテーマの変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPointを利用した表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置整理，グループ化 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で説明する技法はどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物（複数回）(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 
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参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Powerpointおよび PDF資料の配布と課題提示は立教時間を通じて行う。課題提出にも立教時間を利用する。 

 

自宅で受講時間に Microsoft Office（Microsoft365 または Powerpoint）が利用できる、または

https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で大学から提供されている Microsoft365をインストールして利用できるコ

ンピューター(タブレットを除く)が授業時に使えることが必要となる。 

その場合 OSの違いは問わないがモバイル版やクラウド版、また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice等)では一部の機能が利用でき

ない可能性があるため、それらを利用しての受講はできないので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ａ 

(Information Processing 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成に関する留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成を通じて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料を構成する要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者

の前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Powerpointの基本的操作：箇条書きレベルと段落書式の指定 

2. SmartArtの操作：簡易的な箇条書き図解の作成と問題点 

3. 図形の操作：テキスト挿入、書式変更、グループ化、整列の指定 

4. ボックス型の図形を利用した項目のグループ化とレベルの可視化 

5. 講評：項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用した要素間の関係性強調 

7. 講評：関係性のパターン及び関係性の強弱と線の特徴 

8. 色による要素間の関係性強調とデザイン変更 

9. 講評：色の心理的効果とスライドの統一感，配色と見やすさの効果 

10. インターネット上の画像と利用許諾範囲の確認、および著作権のクレジット表記 

11. 画像を利用した表現・内容に関する印象強化と項目の具体化 

12. 講評：直感的把握を促進する画像と理解の妨げとなる配置 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題：「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題（複数回）(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Powerpointおよび PDF資料の配布と課題提示は立教時間を通じて行う。課題提出にも立教時間を利用する。 

 

自宅で受講時間に Microsoftに Office（Microsoft365 または Powerpoint）が利用できる、または

https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で大学から提供されている Microsoft365をインストールして利用できるコ

ンピューター(タブレットを除く)が授業時に使えることが必要となる。 

その場合 OSの違いは問わないがモバイル版やクラウド版、また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice等)では一部の機能が利用でき

ない可能性があるため、それらを利用しての受講はできないので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL207／ギリシア語 １ 

(Greek 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、本講義と秋学期に開講されるギリシア語２とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 2, to be 

offered in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、新たな文法項目

の説明からなる。 

 

Students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will consist of answers to and explanations 

of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２）、アクセント 

3. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（１）、定冠詞 

4. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（２） 

5. ω動詞：直説法能動相現在・未来 

6. ω動詞：直説法能動相未完了過去・アオリスト 

7. ω動詞：直説法能動相第 2 アオリスト 

8. 前接辞・後接辞、疑問代名詞・不定代名詞ほか 

9. 第 3 変化名詞（１）：子音幹（１） 

10. 第 3 変化名詞（２）：子音幹（２） 

11. 第 3 変化名詞（３）：母音幹、関係代名詞 

12. 指示代名詞、強意代名詞 

13. 形容詞と副詞の比較 

14. 母音融合動詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課される課題（単語の変化の練習と教科書の練習問題）を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法に

おいて覚える項目が非常に多いので、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題（複数回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL208／ギリシア語 ２ 

(Greek 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、春学期に開講されるギリシア語１と本講義とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。春学期に開講されるギリシア語１の内容を履修者が授業開始時点

で習得済みであることを前提とするので、注意されたい（ギリシア語 1 の内容を本講義と並行して学習することは大きな困難を伴

うと予想される）。 

 

Students will learn introductory-level classical Greek grammar. The objective is for students who are learning classical Greek 

for the first time to finish learning all of the introductory grammar in one year through this course and through Greek 1, to be 

offered in the spring semester. This course assumes that students have already learned the content of Greek 1, offered in the 

spring semester, before this course begins (it would be very difficult to learn the content of Greek 1 during this course). 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、

新たな文法項目の説明からなる。 

 

Continuing from the spring semester, students will acquire classical Greek grammar in line with the textbook. Each lecture will 

consist of answers to and explanations of the previous lecture's exercise problems, and explanations of new grammar items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流音・鼻音幹動詞の未来、人称代名詞 

2. 第 3 変化形容詞 

3. μι動詞の直説法能動相現在・未完了過去・アオリスト 

4. ω動詞の能動相現在・未来・第 2 アオリスト分詞 

5. ω動詞の能動相第 1 アオリスト分詞、μι動詞の能動相現在・第 2 アオリスト分詞 

6. 接続法能動相現在・アオリスト 

7. 希求法能動相現在・未来・アオリスト 

8. 直説法中・受動相現在、直説法中動相未来 

9. 直説法中・受動相未完了過去、直説法中動相アオリスト 

10. 接続法中・受動相、希求法中・受動相 

11. 受動相アオリスト・未来 

12. 完了・過去完了・未来完了 

13. 命令法 

14. 特殊なアオリスト、動形容詞、動詞の主要部分、数詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課される課題（単語の変化の練習と教科書の練習問題）を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法に

おいて覚える項目が非常に多いので、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題（複数回）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 801 - 

注意事項（Notice） 
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■AL209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL209／ラテン語 １ 

(Latin 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。春学期では教科

書の前半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the first half of the textbook in the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の導入、発音とアクセント 

2. 動詞の活用（現在形） 

3. 名詞の変化（第一、第二） 

4. 形容詞の変化（第一、第二） 

5. 動詞の活用（未完了過去、未来） 

6. 前置詞、不定詞 

7. 名詞の変化（第三） 

8. 形容詞の変化（第三） 

9. 動詞の活用（完了） 

10. 動詞の活用（過去完了、未来完了） 

11. 受動相 

12. 名詞の変化（第四、第五） 

13. 能相欠如動詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/提出課題(30%)/授業態度、出席状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 
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3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

4. 山下太郎、2013、『しっかり学ぶ初級ラテン語』、ベレ出版 (ISBN:978-4860643669) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は zoomによるオンライン開講となるが、最終授業時に行う最終テストについては対面で行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL210／ラテン語 ２ 

(Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。秋学期では教科

書の後半部を終えることを目指す。 

 

Students will learn introductory Latin grammar, understand the structure of sentences, and become able to grasp the meaning 

of simple sentences. The aim is to finish the second half of the textbook in the fall semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

Used as the official language in the ancient Roman Empire, Latin continued to support the Western world as the official language 

of Christianity even after the fall of the Western Roman Empire, and as a major language in academic and literary fields until 

modern times. Romance languages such as Italian and French are derived from Latin, and learning about Latin is an aid to a 

deeper understanding of the Western world today. 

The class will use specified textbooks to learn basic grammatical items, and will progress to practical exercises such as 

translation and analysis of grammatical structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代名詞（１） 

2. 代名詞（２） 

3. 接続法（１） 

4. 接続法（２） 

5. 条件文 

6. 不定詞 

7. 関係代名詞 

8. 非人称動詞 

9. 分詞 

10. 奪格の独立的用法 

11. 形容詞の比較、数詞 

12. 動名詞、動形容詞 

13. 命令法、目的分詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席状況、授業への参加度(20%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 
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3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

4. 山下太郎、2013、『しっかり学ぶ初級ラテン語』、ベレ出版 (ISBN:978-4860643669) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／宗教思想 １ 

(Religious Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と「知」 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学部学生用（他学部の課程登録者は AL411 で登録すること） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の我々の「知」の大枠を決定した近代西欧思想の中で、キリスト教の神がどのように理解されているかを知る。受講者がそれ

らの思想に直接触れ、宗教について自分自身で考える。 

 

Students will learn how the Christian God is understood in modern Western European thought, that which has determined the 

general framework of our intellect today. Course takers will make direct contact with that thought, and will think about religion 

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１７世紀から１９世紀までの西欧の思想家を原則として１回に一人ずつ取り上げ、その宗教理解を中心に紹介する。 

 

In general, each session will take up one Western European thinker at a time from the 17th to the 19th century, and will 

primarily introduce the individual's religious understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代科学とキリスト教 

3. デカルト：理性の根拠としての神 

4. スピノザ：永遠の相のもとに 

5. パスカル：理性と信仰 

6. ロック：経験と信仰 

7. カント：理性の限界と神の要請 

8. シュライアマッハー：聖なるものの感情 

9. ヘーゲル：歴史を導く神 

10. フォイエルバッハ：投影としての神 

11. マルクス：イデオロギーとしての宗教 

12. ニーチェ：神の死 

13. キルケゴール：実存と信仰 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポート試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問

題 B（論述式）で行う。問題 B については、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成し

ておく。講義を漫然と聞くのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面授業を予定しているが、感染状況によっては、オンライン授業を取り入れていく可能性ある。その際は「立教時間」

や「Blackboard」、およびオンライン会議（Meet）などを利用する。 
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注意事項（Notice） 
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■AL212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL212／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、宗教について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

Course takers will have the opportunity to experience contemporary philosophy and think about religion on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

In a modern age that has been called "a Godless age," how have Western thinkers approached questions of religion and faith? 

The course will take up and introduce several thinkers from the 20th century and later, focusing on their religious ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー１：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー２：存在の神秘 

5. レヴィナス：他者としての神 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール１：象徴は思考を促す 

13. リクール２：宗教批判を超えて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。<BR>期末のレポート試験は、授業の基本的な内容を

問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題 B（論述式）で行う。問題 B について

は、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成しておく。授業に漫然と出席するのではな

く、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 詳しくは説明プリントを配布し、授業内でも説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面授業を予定しているが、感染状況によっては、オンライン授業を取り入れていく可能性ある。その際は「立教時間」
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や「Blackboard」、およびオンライン会議（Meet）などを利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL213／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオエシックスとは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、 

（１）バイオエシックスの基礎的な理論と原理を学ぶこと 

（2）バイオエシックスの普及状況を把握すること 

 

The goals of this course are to 

(1)Obtain  the basic knowledge about the basic concepts and principles of bioethics 

(2)Understand the spread of bioethics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、バイオエシックスの諸問題を学びます。最初にバイオエシックスの始まりについて学びます。 

脳死臓器移植、安楽死と尊厳死、延命治療、生殖技術、出生前診断、性的マイノリティの問題などを学び 

ます。 

最終的には、日本と欧米のバイオエシックスの相違を理解します。 

 

This course deals with Bioethics issues. 

This course introduces the beginning of bioethics. 

This course introduces Brain death, Organ transplantation, Euthanasia and Death with dignity  

Life-sustaining treatment, Reproductive technology ,Prenatal diagnosis, sexual minority, etc. 

At the end of course are to understand the differences in bioethics between Japan and Western. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオエシックスの成立とその意義について 

2. 脳死と臓器移植について 

3. グループ討論と全体討論 

4. 安楽死と尊厳死について 

5. 安楽死の合法化についての世界の状況 

6. 延命治療の是非について 

7. グループ討論と全体討論 

8. 生殖補助医療の問題 

9. グループ討論と全体討論 

10. 出生前診断の問題点について 

11. グループ討論と全体討論 

12. LGBT（性的マイノリティ）の問題について 

13. グループ討論と全体討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

立教時間、Blackboardでいろいろな指示を出しますので、それに従って各自で予習や復習を行なってください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（複数回)の内容(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/グループ討論の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. アルバート・R・ジョンセン 細見博志訳、2009 年、『生命倫理学の誕生』、勁草書房 (ISBN978-4-326-10189-4 C3012) 



 

 - 811 - 

2. トム・L・ビーチャム ジェイムズ・F・チルドレス 永安幸正/立木教夫監訳、1997 年、『生命医学倫理』、成文堂 (ISBN4-7923-

6064-1 C3012) 

必要に応じて、その都度豊富な文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定 

 

注意事項（Notice） 
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■AL214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL214／英米文学概論 

(General Survey of English and American Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学研究ことはじめ 

担当者名 

（Instructor） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米文学のテクストを鑑賞しながら，初学者にとって読解のために必要な文学的技法や歴史的・文化的背景を学びます。英米の

差異や文学の可能性を体感すると同時に，若々しい感覚を研ぎすませ，おのおのの知的関心が指ししめす方向をみずから発見

します。  

 

While appreciating texts from English and American literature, students will learn the historical and cultural backgrounds and the 

literary techniques necessary for comprehension by beginners. While experiencing the potential of literature and the differences 

between Britain and the United States, students will sharpen their youthful senses to discover the directions in which their 

intellectual interests point.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，英米文学専修の複数の講師が各 1-2 回ずつ，それぞれの専門分野と研究対象に基づいて，英文学と米文学の主

要なトピックを講義します。多様な作品を多様な観点から考察することによって，英米文学とその研究の多様性も示されます。 な

お、授業はコロナウィルス感染状況に応じて、オンライン講義と対面講義を臨機応変に併用する予定です。 

 

In this class, multiple lecturers will each give one or two lectures on major topics in English and American literature, based on 

their respective fields of expertise and research subjects. By considering diverse works from diverse points of view, the course 

will show the diversity of English and American literature and the research surrounding it. This course will be delivered either in-

person or online, according to the circumstances concerning the coronavirus spread.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（岩田） 

2. アメリカの詩（1）（澤入） 

3. アメリカの詩（2）（澤入） 

4. 英語の散文（1）（イェイツ） 

5. 英語の散文（2）（イェイツ） 

6. アメリカの小説（1）（古井） 

7. アメリカの小説（2）（古井） 

8. イギリスの小説（1）（小山） 

9. イギリスの小説（2）（小山） 

10. イギリスの詩（1）（藤巻） 

11. イギリスの詩（2）（藤巻） 

12. アメリカの文化・演劇（1）（舌津） 

13. アメリカの文化・演劇（2）（舌津） 

14. 全体の振り返りと最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

どんなものでもよいので英米の文学作品を 1 冊以上読み、授業開始前に英米文学の世界に触れておいてください。翻訳でもか

まいません。 

また、復習としては、各回の講義内容について作ったノートを読み返し、講義で扱われた作品に翻訳でもよいので目を通してみて

ください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の担当教員がプリント等のかたちで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

各回の担当教員が、授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL216／フランス文学・文化概論 

(Introduction to French Lit. & Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学史・文化史入門 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文学・文化・社会を歴史的に概観します。またいくつかの作品を取り上げ、具体的にその内容・魅力を紹介します。 

 

This course will provide a historical overview of literature, culture, and society in France. It will also take up several works to 

introduce their content and their appeal in detail. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品は、それぞれの時代と社会状況のなかで、どのように書かれ、どのように読まれてきたのか？ フランスの文学と文化を

中世から年代順に概観し、社会状況について整理しながら、歴史的な変遷を見ていきます。 

いわゆる文学史の授業なので、おぼえることがらも少なくありませんが、フランスに興味を持つ者にとって最低限の教養といえる

内容です。また試験には、事項の確認だけでなく、論述形式も含まれます。それぞれの時代の文学の特徴を的確に把握し、それ

らをつなぐ隠された論理を自分なりに探しながら、積極的に授業を受けることが大切です。複数の教員がリレー式で講義を行いま

す。 

 

How are literary works written and read within their respective eras and social conditions? This course will provide a 

chronological outline of French literature and culture from the Middle Ages onward and will look at historical transitions, while 

organizing social conditions. 

As a literary history class, the class will present many things to be memorized, but the content will represent the minimum 

education for students with an interest in France. Tests will include essay format tests, as well as checking of facts. While 

students accurately learn the characteristics of literature from each era and search in their own way for the hidden logic that 

connects them, it is important that they also participate actively in classes. The course will be taught in relay fashion by several 

faculty members. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業全体の説明 

2. 中世 

3. ルネサンス 

4. 17 世紀 

5. 18 世紀 

6. 19 世紀１（ロマン主義） 

7. 中間テスト 

8. 19 世紀２（写実主義と自然主義） 

9. 19 世紀３（詩） 

10. 20 世紀１（詩） 

11. 20 世紀２（小説） 

12. 20 世紀３（思想） 

13. まとめ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示された文献を積極的に読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・リアクションペーパー(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

中間テストと最終テストの２回は評価の対象となるので,そのときに欠席しないように注意すること。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺一夫、1990、『増補・フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:9784003500019) 

授業で指示。教科書は必ず購入し、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL217／日本語学概論 １ 

(Introduction to Japanese Linguistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本語を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、主に現代日本語について、様々な視点から

学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters related to Modern Japanese from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語学総論 

2. 音声と音韻 

3. 日本語の音 

4. アクセント 

5. 文字表記 

6. 文体 

7. 意味 

8. 語彙 

9. 方言 

10. 敬語 

11. 形態論 

12. 統語論 

13. 様々な日本語研究 

14. 辞書 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 衣畑智秀編、2019、『基礎日本語学』、ひつじ書房 (ISBN:9784894769465) 
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参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

5. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の健康状態、意向によって適宜授業形態は変更するものとする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL218／日本語学概論 ２ 

(Introduction to Japanese Linguistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的視点から見た日本語概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

While acquiring fundamental knowledge centered on an outline of the academic field of Japanese linguistics, students will 

become able to think academically about everyday phenomena in language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の歴史を中心にした事項について、

様々な視点から学んでいく。 

 

The course will provide a bird’s-eye image of Japanese linguistics overall, and, for specific academic fields, will explain what it 

means to target Japanese as a subject of study, what kind of knowledge is needed to analyze Japanese language academically, 

and what it means to analyze Japanese academically. In Japanese linguistics, research has traditionally been conducted from 

perspectives including sounds, grammar, notation, and vocabulary. As textbooks are, in the end, indexes that survey the whole 

of an academic field from a high level, the class will deal with content not in textbooks, as appropriate. In the lectures, students 

will study matters focused on History of Japanese Language from a variety of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語史概説 

2. 音韻史 

3. 文字史 

4. 表記史 

5. 漢字音の変遷 

6. 文体史 

7. 語彙史 

8. 文法史①形態論 

9. 文法史②統語論 

10. 学史①韻学史 

11. 学史②五十音の成立 

12. 学史③仮名遣い研究 

13. 学史④本居宣長 

14. 学史④辞書史、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/期末レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 衣畑智秀、2019、『基礎日本語学』、ひつじ書房 (ISBN:9784894769465) 
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参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

5. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL219／漢文学概論 

(Introduction to Chinese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文の受容と展開 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文文献の講読を通して、漢文読解に必要な基礎知識を修得するとともに、漢字・漢文文化圏の歴史・文学・思想に対する理解

を深める。 

 

In this lecture course students will read kanbun texts and acquire the basic skills necessary to comprehending them, as well as 

deepening their understanding of the history, literature, and thought of the East Asian kanji / kanbun cultural sphere (the 

cultures that use Chinese characters and kanbun).  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「日本における漢文の受容と展開」 

本講義では、最初に漢文を読むために必要な漢字・漢文法の基礎知識について述べ、そのあと訓読法を中心とした漢文受容史

の検討や、日本人の手になる漢文（日本漢文）の講読を行うなど、多様な視点から日本における漢字・漢文文化の展開を考察す

る。 

 

The Reception and Development of Kanbun in Japan 

In this lecture course, we will first discuss the basic knowledge of Chinese characters and grammar necessary to reading 

kanbun. Then we will focus on kundoku (reading kanbun according to Japanese classical grammar) to examine the history of 

kanbun’s reception and to read kanbun composed by Japanese authors (Nihon kanbun). Through such readings, students will 

consider the development in Japan of Chinese characters and kanbun culture from many different perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎 1 

3. 漢字・漢文学の基礎 2 

4. 漢字・漢文学の基礎 3 

5. 漢字・漢文学の基礎 4 

6. 漢字・漢文学の基礎 5 

7. 漢字・漢文学の基礎 6 

8. 漢文でよむ日本文化 1 

9. 漢文でよむ日本文化 2 

10. 漢文でよむ日本文化 3 

11. 漢文でよむ日本文化 4 

12. 漢文でよむ日本文化 5 

13. 漢文でよむ日本文化 6 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業後は配布した資料を熟読し、紹介した参考文献に目を通しておくこと。また、授業で扱うものだけでなく、関連する作品を

積極的に探して読むこと。特に興味を持った作品については、自ら資料を集めて考察し、それをもとに最終レポート（3000 字以

上）を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・単位を修得するには、次の 2つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」となっているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性があ

る。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈私小説〉を中心として日本近代文学を概観する 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 貴志(FUJII TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

定員 250 名 

日本文学専修 3,4 年次および文芸思想専修 3,4 年次生は抽選登録不可。科目コード

AL233 を履修登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「私小説の問題」「物語論と世界像」「記憶と物語ること」を大きな枠組みとし、三つの論点の理解を通じて、日本近代文学の基礎

的な知識と研究方法を習得する。 

 

In this ｃlass, ｓtudents will learn basic knowledge and research methods of modern Japanese literature through understanding 

three points of discussion as the overall framework for learning. The three points include “issues surrounding Ｉ novels

（shishosetsu）”, “narratology and world view”, and “telling stories about memories”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「私小説の問題」においては、日本で独自の発展を遂げたといわれる私小説というジャンルの再検討を行う。「物語論と世界像」で

は、芥川龍之介の作品を中心に「語り」の問題について学び、多元的な語りによる世界像の変容について考察する。「記憶と物語

ること」においては、村上春樹の作品を中心に、現代文学の中で「記憶」や「物語」が果たす役割について考察する。 

 

In “issues surrounding Ｉ ｎovels（shishosetsu）”, we will re-examine so-called “Ｉ ｎovels（shishosetsu）” genre, which has 

developed in a unique manner in Japan. In “ｎarratology and world view”,  students will be asked to look into issues of “story-

telling（katari）”, mainly focusing on the literary works of Ryunosuke Akutagawa and to examine the changing world view due to 

pluralistic narratives. In “telling stories about memories”, we will examine the roles of “memories” and “stories”  in 

contemporary Japanese literature, mainly focusing on the literary works of Ｈaruki Murakami. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――西村賢太と私小説の現在（私小説の問題①） 

2. 〈告白〉ということ――島崎藤村『破戒』（私小説の問題②） 

3. 田山花袋「蒲団」と武者小路実篤「お目出たき人」（私小説の問題③） 

4. 失恋小説――久米正雄「破船」（私小説の問題④） 

5. モデル小説――柳美里『石に泳ぐ魚』を事例として（私小説の問題⑤） 

6. 調和型私小説――志賀直哉「焚火」と芥川龍之介「蜃気楼」（私小説の問題⑥） 

7. 破滅型私小説――葛西善蔵「哀しき父」と太宰治「桜桃」（私小説の問題⑦） 

8. 三島由紀夫「仮面の告白」（私小説の問題⑧） 

9. 「「話」らしい話のない小説」論争（物語論と世界像①） 

10. 芥川龍之介「羅生門」から考える①（物語論と世界像②） 

11. 芥川龍之介「羅生門」から考える②（物語論と世界像③） 

12. 村上春樹『風の歌を聴け』（記憶と物語ること①） 

13. 村上春樹『アンダーグラウンド』（記憶と物語ること②） 

14. 村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』と全体のまとめ（記憶と物語ること③） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

［予習］扱う作品については熟読した上で講義に臨むこと。 

［復習］授業で学んだことを、継続して思考すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題提出(40%) 

毎回課す課題提出が 2/3 未満の場合は、単位修得不可。(2021.8.4 変更)<BR>【変更前】レポート試験 60％、平常点 40％(リアク

ションペーパー40％) 2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回をオンデマンド科目として行う。(2021.8.4 変更)<BR>【変更前】全授業回のうち数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL221／文芸・思想概論 

(Introductory Lectures on Philosophy and Creative Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸・思想を学ぶために 

担当者名 

（Instructor） 

林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸とはなにか，思想とはなにか，その両方を冠する問題の圏域について考える。 

それぞれ専門分野を異にする専任教員が概説する，各分野における基礎的な知見を身につけると同時に，そうした知識にもとづ

いて，自分の考えを深め，それを正確に表現する力を養うことが目指される。 

 

The course will consider the realm of issues that come under the questions of what are art and literature, and what is thought. 

While students acquire fundamental knowledge in the respective fields of expertise of the faculty members, they will draw on 

that knowledge to develop their own ideas and nurture the ability to express these accurately. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文芸・思想専修の専任教員のリレー講義で，毎回異なるテーマと文芸や思想の結びつきについて考え，文芸・思想の知の圏域を

拡張し，多様な問題関心を展開する。全体として統一した流れを追うのではなく，教員各自が各回に作り出す多様な思考の流れ

を，受講生は自分なりに整理し発展させ展開させ，論理的な文章にまとめあげる覚悟が求められる。最終レポートは脚注や参考

文献をきちんと整えた正式な小論文形式のもののみ提出可。論文の書き方について，参考書を各自探して学んでおくこと。担当

教員ごとに出される複数の課題図書を読破したうえで，授業内容と関連付けた小論文を，かなりの枚数書くことが求められる

（10,000 字以上予定）。課題図書や課題テーマについては，後日講義内と掲示で提示する。 

 

In relay-format lectures by full-time faculty members in Philosophy and Creative Writing, students will think about the 

connections between literary arts and thought and each session's themes, will expand the sphere of their knowledge of literary 

arts and ideas, and will develop interest in various issues. Rather than pursue a unified flow as a whole, in each session, faculty 

members will create diverse flows of ideas. Students should be prepared to organize, expand on, and develop these in their own 

way, then summarize these into logical texts. Final reports may only be submitted in formal essay format, with well-organized 

footnotes and references. Students will search for reference books and study how to write theses on their own. Students will 

be required to write a considerable number of essays associated with the content of classes, after reading through multiple 

books assigned by the faculty members in charge (tentatively over 10,000 characters). The assigned books and subjects will be 

presented later in the lectures and in bulletins. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：文芸・思想を学ぶこととはどういうことか 

2. 文芸・思想講義１ 

3. 文芸・思想講義２ 

4. 文芸・思想講義３ 

5. 文芸・思想講義４ 

6. 文芸・思想講義５ 

7. 文芸・思想講義６ 

8. 文芸・思想講義７ 

9. 文芸・思想講義８ 

10. 文芸・思想講義９ 

11. 文芸・思想講義１０ 

12. 文芸・思想講義１１ 

13. 文芸・思想講義１２ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の指示に従い，文献を読み込んだり，調べたりしてもらう。宿題が課される場合がある。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

４分の１以上の欠席は理由を問わず失格。２０分以上の遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱われる領域や主題によっては,ゲストスピーカーが招聘される回もある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 826 - 

■AL222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL222／世界史概論 １ 

(Introduction to World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域・海洋世界 

担当者名 

（Instructor） 
宮田 絵津子(MIYATA ETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界史を「陸」からでなく、「海」からみつめることで、構築されたヒトとモノの交流の豊かな歴史について学び、人間の生活にとっ

ての「海」とはなにか、について考えることを目標とする。 

 

The aim of this lecture is to learn the world history from the "ocean"and understand the exchange of people, goods and culture 

in order to concieve what is "sea" to human being. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回異なる海の世界をテーマとし、パワーポイントを用いてビジュアル的に各海が作り上げた文化と歴史について講義を行う。通

史と異なり、地中海世界に始まり、インド洋、東シナ海とそれぞれの海の世界について学ぶので、時間軸が毎回異なる。 

 

The lecture will be carried out using powerpoint to give an visual image of each culture and history of the ocean. Each class 

will deal with different time frame which is not an ordinary history class but will deal with different  history of distinct ocean 

such as Mediterranean, Indian, East China sea etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地中海世界 1 海とヒト 

2. 地中海世界 2 覇権争い 

3. ローマ帝国と海 

4. インド洋 貿易とアラブ商人の拡大 

5. 十字軍と海の世界 

6. 十字軍がつないだヒトとモノ 

7. 中国の海外進出—鄭和の海への挑戦 

8. 東南アジアの交易の時代 

9. イベリア半島勢力のアジア進出—ポルトガルとスペインのアジア海域進出 

10. マニラ・ガレオン貿易―マニラからアカプルコへ、ヒトとモノの流れ 

11. 大西洋貿易—ヨーロッパ内の交流 

12. 海賊の歴史—カリブ海から世界へ、英国を支えた海賊たち 

13. オランダのアジア進出―ニシン漁から貿易大国へ 

14. 大英帝国の海を利用した拡大 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

欠席は 3 回までとする 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮田絵津子、2017、『マニラ・ガレオン貿易』、慶応義塾大学出版会 (978‐7664‐2471‐3) 

2. 玉木俊明、2014、『海洋帝国興隆史』、講談社選書メチエ (ISBN:978‐4‐06‐258590‐3) 

 

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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■AL223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL223／世界史概論 ２ 

(Introduction to World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大陸世界 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが、ある特定地域から世界史を構想するための基礎的な思考方法を涵養する。 

 

Individual course participants will develop basic thinking methods of conceptualizing 'world history', based on the concrete topic, 

period, and area.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では世界史とは何かを考える。ただし世界史概論といっても、高校世界史教科書のように先史から現代までの地球上にあ

る全ての地域の歴史過程を満遍なく説明するわけではない。歴史学として世界史を論じるのはどのようなアプローチがあるのか

を提示する。具体的には、近年注目を集めるグローバルヒストリーの手法を用いながら、主として古代から近世と呼ばれる時代の

ヨーロッパと中国、中央アジアに軸足を置く。なお受講に際して高校世界史教科書程度の知識は前提とする。 

 

These lectures will consider the question of what world history is. However, such an outline of world history cannot evenly 

explain historical processes in every region on earth from prehistory to the present age, in the manner of a high school history 

textbook. The course will present what sort of approaches there are to discussing world history as history studies. Specifically, 

while using the techniques of global history that have attracted attention in recent years, focusing on some regions both in 

Eastern and Western Eurasia, such as Europe, China, and Central Asia.in the period from Antiquity to Early Modern Age. In 

addition, the course assumes knowledge at the level of high school world history textbooks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概論（1）：紀元前の東西ユーラシア世界 

3. 概論(2)：紀元後 4-8 世紀の東西ユーラシア世界―古代帝国の崩壊（へ）と新秩序 

4. 東西ローマ帝国とフン人 

5. 中華帝国秩序と騎馬民族国家群（①） 

6. ユーラシアを越境する集団：ソグド人とユダヤ人 

7. 概論(3）：紀元 1000 年（頃）の東西ユーラシア：「中央ユーラシア型国家」 

8. セルジューク朝トルコと十字軍 

9. 中華帝国秩序と騎馬民族国家群②（仮） 

10. 概論(4)：モンゴル帝国の台頭と「13 世紀世界システム」 

11. ユーラシア西部の十字路としてのロシアー「タタールのくびき」 

12. 「14 世紀の危機」と黒死病 

13. 「チンギス・ハンの末裔」―ユーラシア中央におけるモンゴルの「後継国家」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

- 授業前（予定）：Blackboardに事前にアップロードされる配布資料をダウンロードし、目を通す（授業後の質問内容の返信が含

まれている場合あり）。前回の次回予告で紹介された参考文献に興味がある場合目を通し、期末レポートにつながる素材を収集

する。 

- 授業後：資料を見返して不明点を確認した上で毎回の確認小テストをオンラインで受講する（テスト自体の所要時間は数分程

度を予定）。疑問点をオンライン確認小テストのおまけなどの手段で質問する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回授業後に回答してもらう小テスト（予定）(60%) 

授業形態変更（オンライン／対面）に伴い、具体的な評価方法には変更がある可能性があります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 大阪大学歴史教育研究会（編）、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:978-4-87259-469-0) 

2. 古松崇志、2020、『シリーズ中国の歴史③』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431806-4) 

3. 杉山正明、2016、『モンゴル帝国と長いその後〈興亡の世界史〉』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4-06-292352-1) 

各回に関わる詳細な参考文献は毎回 Blackboardにアップロード予定の配布資料中で公開予定です。 

すべての回に合致する参考文献はないので、講義本体の受講のためならば上にあげたものも無理に購入の必要はないと思いま

す（『市民のための世界史』には図書館のサイト経由で Eブックとしてアクセス可能）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL224／日本史概論 １ 

(Introduction to Japanese History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
分裂と統合の日本前近代史 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本列島社会の地域的多様性について理解を深める。 

・同時に、多様な社会を統合する契機についても考える。 

・前近代の日本史について、通史的にその概要を学ぶ。 

 

・ Deepen understanding of the regional diversity of Japanese archipelago society. 

・ At the same time, think about the opportunity to integrate diverse societies. 

・ Learn an overview of pre-modern Japanese history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本は東西南北に広く、その国土も意外と大きい。それゆえ、長い歴史のなかで、列島社会には豊かな地域的・文化的多様性が

育まれてきた。本講義では、まず、これら物深き「いくつもの日本」を前近代を中心に紹介する。そのうえで、多様な社会が「ひとつ

の日本」として統合される契機はどこにあったのか、研究の現在を披露する。 

 

Japan is wide in the north, south, east and west, and its land area is surprisingly large. Therefore, over the long history, rich 

regional and cultural diversity has been nurtured in the archipelago society. In this lecture, we will first introduce these profound 

"a number of Japan", focusing on pre-modern times. On top of that, I will show the current state of research on where the 

opportunity for diverse societies to be integrated as "one Japan" was. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体の見取り図） 

2. 総論①（日本史と地域史） 

3. 総論②（近現代と前近代） 

4. 多様性①（東と西） 

5. 多様性②（南と北） 

6. 多様性③（内と外） 

7. 多様性④（朝廷と幕府） 

8. 多様性⑤（寺社と宗教） 

9. 多様性⑥（生業と身分） 

10. 統一性①（分裂と統合） 

11. 統一性②（中央と地方） 

12. 統一性③（天皇と将軍） 

13. まとめ（歴史を見る眼） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

コロナ状況と相談しつつも、京都・鎌倉など各地の史跡や博物館等へは可能な限り赴いてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤坂憲雄ほか、2002、『日本を問いなおす』、岩波書店 (ISBN:9784000268219) 

2. 網野善彦、2000、『「日本」とは何か』、講談社 (ISBN:9784062689007) 

3. 石井進、2002、『中世のかたち』、中央公論新社 (ISBN:9784124902105) 
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4. 村井章介、2006、『境界をまたぐ人びと』、山川出版社 (ISBN:9784634542808) 

5. 桜井英治、2013、『中世史への招待（『岩波講座日本歴史』6中世 1 所収）』、岩波書店 (ISBN:9784000113267) 

6. シャルル・フレジェ、2016、『YOKAI NO SHIMA－日本の祝祭 万物に宿る神々の仮装－』、青幻舎 (ISBN:9784861525292) 

7. 高野悦子、1971、『二十歳の原点』、新潮社 (ISBN:9784101183015) 

その他、講義中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義形式を中心に、質疑応答も適宜行う。 

・原則として全授業回対面実施予定であるが、コロナ状況によりオンラインに切り替えることもある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 832 - 

■AL225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL225／日本史概論 ２ 

(Introduction to Japanese History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

近現代日本史をアジア、ジェンダー、環境から問い直す (Reconsidering the modern 

history of Japan from Asia, Gender and Environment) 

担当者名 

（Instructor） 
蔭木 達也(KAGEKI TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代史上に表れる問題や葛藤を知ることを通じて、歴史を尋ねることの意義、その方法、その限界を学ぶことです。 

 

This course aims to learn the significance of, method of, limit of history by examining problems and conflicts among the modern 

history of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の私たちの問題意識に密接であるところから、アジア、ジェンダー、環境という三つの切り口に着目しつつ、1880 年代から

2010 年代までの 140 年間の日本の歴史を概観していきます。 

 

This course treats the history of Japan for 140 years, from 1880s to 2010s. Asia, gender and environment are the main focuses 

since these are current social issues we face. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「日本」とは何か 歴史とは何か 

2. 「人種改良」論と「女性」への関心：開国期の危機感とジェンダー 

3. 19 世紀末からの「日本」と「アジア」：連合か、支配か、離脱か 

4. 女性の「自己」をめぐる論争：「個人」は男性の幻想に過ぎない 

5. 1920 年代の婦人運動と農民運動：権利なき者たちの闘い 

6. 銃後の女性と植民地の女性：十五年戦争下の協調と抵抗の諸相 

7. 敗戦後の日本の法改正：憲法改正、女性参政権、家制度解体 

8. 戦争の続くアジア：冷戦の始まりと今日まで終わらない戦い 

9. 人類滅亡と宇宙への脱出：問われる人間の条件 

10. 世界を駆ける革命の夢：1968 年の若者たち 

11. 解放は冷戦構造の外に：ウーマンリブ、第三世界、公害問題 

12. Japan as Number One：過去の人々が追い続ける幻想の出自 

13. グローバリズムと地球の終わり：ニューヨーク・福島・グリーンランド 

14. おわりに：歴史から何を学ぶか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者から提出された疑問点、論点、関心に合わせて適宜授業時間外の学習支援も行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜ご案内します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL226／超域文化学概論 

(Introduction to Interdisciplinary Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

服部 佐智子(HATTORI SACHIKO) 

小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超域文化学専修を構成する専任教員がそれぞれ 2～3 回ずつ担当して、各自の専門領域を紹介する。受講生が専門を選択して

いく上で必要な基礎的な考え方や方法論の習得を目指す。また、超域文化学専修に進まない学生にとっても、超域的な学問研

究の進め方に触れることで、自らの立場や考え方を相対的に鳥瞰できるようにする。 

 

The full-time faculty members who make up the course in transdisciplinary culture studies will take charge of classes 2 to 3 

times each and will introduce their own domains of specialization. The aim is for students to learn the fundamental ways of 

thinking and methodologies necessary for selecting their own specializations. In addition, even students who will not advance to 

transdisciplinary culture studies will become able to take a relatively high-level view of their own standpoints and ways of 

thinking by experiencing how to proceed with transdisciplinary academic research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

生業に関する文化、衣食住などの物質文化、親族や宗教でつながる人間集団の文化などを、地域や環境との関連から解明す

る。担当教員がそれぞれのフィールドで行ってきた研究をもとに話題を提供し、超域文化学を構成するそれぞれの専門分野の基

礎について講義する。 

 

The class will draw on the relationships between regions and their environments to elucidate cultures, including culture related 

to livelihoods, material culture such as food, clothing, and shelter, and culture of human groups connected by kin and religion. 

Faculty members in charge will provide topics based on research conducted in their respective fields, and will perform lectures 

on the basics of their fields of specialization that are part of transdisciplinary culture studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 超域文化学ことはじめ：文化とは何か（橋本） 

2. 結婚・家族と文化（橋本） 

3. 宗教・呪術とモダニティ（橋本） 

4. 地図で読む社会と文化（小泉） 

5. 環境と社会の空間的理解（小泉） 

6. 妖怪から見る日本社会（市田） 

7. 民俗宗教からみる日本社会（市田） 

8. 多文化社会アメリカの政治（松原） 

9. 多文化社会アメリカの人種（松原） 

10. 建築と文化（服部） 

11. 建築と歴史（服部） 

12. 人類の起源と拡散（丸山） 

13. 農業の起源と農耕文化論（丸山） 

14. 人の移動と多民族社会の形成（丸山） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の小テスト（６回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する場合がある。 
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参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL227／教育制度・政策論 

(Educational Institutions and Politics) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の教育政策のありようとその理論的背景についての理解を深めることで、教育政策を吟味するための理論的根拠を獲得す

ることを狙いとする。 

 

The purpose of this course is to deepen students' understanding of the state of education policy today and its theoretical 

background, and to provide them with a theoretical basis for examining education policy in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

指定したテキストの内容に沿って、日本の教育制度の基本的枠組み、政策動向について講義する。現代日本の諸教育制度の基

本的事項にについて理解し、現在展開している諸政策の理念・現状・課題のありようを検証・考察する。 

 

In this lecture, the basic framework of the Japanese education system and policy trends will be discussed. The lecture will 

follow the contents of the textbook specified by the instructor. By taking this class, students will gain an understanding of the 

various educational systems that form the basis of contemporary Japanese educational policy. Based on their understanding of 

the educational system, students will examine and discuss the philosophy, current status, and issues of the educational policies 

currently being implemented. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 教育法規・政策の基礎 

3. 教育の基本理念に関する法規——日本国憲法・教育基本法—— 

4. 教育行財政の構造と法規 

5. 国の教育行政組織と政策決定・地方の教育行政組織 

6. 学校教育制度全般に関する法制度 

7. 就学前教育制度・政策 

8. 初等中等教育制度・政策 

9. 高等教育制度・政策 

10. 私立学校をめぐる法制度・政策 

11. 特別支援教育制度・政策 

12. 教職員に関する法制度・政策 

13. 家庭教育の機能、保護者の権利と義務 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストの該当箇所を読んでから出席すること。講義中にテキストの内容について、ランダムに質問することがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/授業へのコメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高見茂・開沼太郎・宮村裕子編、2018 年、『教育法規スタートアップ・ネクスト』、昭和堂 (ISBN:9784812217245) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL228／家庭教育論 

(Family Education) 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「家庭教育」に関する歴史的な知識を体系的に習得し、現代における家庭教育・子育て支援の現状を把握し、今後の具体的なあ

り方を自ら考えられるようになる。 

 

By systematically acquiring historical knowledge about home education, students will be able to grasp the current state of home 

education and child care support, and they will be able to think about their own concrete future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「家庭教育」を考えるうえで前提となる「家」や近代家族の成り立ちを学びながら、「家庭教育」に関連する法律や政策の変遷を歴

史的に概観する。またそうした施策の思想的背景も理解していくために、性別役割分業観や女性のライフスタイル像がどのように

描かれてきたのかも取り上げる。最終的に現代における家族や家庭教育の諸問題を考えていく。 

 

In this course, we will have a historical overview of the changes in laws and policies concerned with “home education" by 

learning about the structure of the "home education" and modern families, which are prerequisites for considering the "home 

education." In addition, in order to understand the ideological background of these policies, we will also look at how gender roles 

and the lifestyles of women have been depicted. Finally, we will consider various problems of family and home education in the 

present age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の概要と進め方 

2. 近代家族の成り立ち：近代国家と家庭 

3. 社会教育における生活改善運動：良妻賢母論 

4. 家庭教育振興政策の動向（１）：1930 年代以降 

5. 家庭教育振興政策の動向（２）：1940 年代以降 

6. 日本国憲法と 1947 年教育基本法：学校教育・社会教育・家庭教育 

7. 社会教育施策における家庭教育事業：女性のライフスタイル 

8. 1990 年代の性別役割分業観の変化とその背景 

9. 家庭教育における格差の問題 

10. 現代日本の家庭教育関係施策（１）：2006 年教育基本法改定とその背景 

11. 現代日本の家庭教育関係施策（２）：家庭教育支援法案とその背景 

12. 現代日本の家庭教育関係施策（３）：家庭教育言説から捉える家族像 

13. 今後の家庭教育・子育て支援の在り方 

14. まとめとふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で示した参考文献等は授業時間外で読んでおくこと。日々の生活の中で家庭教育に関連するニュース等に注意を払って

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー兼授業内容の設問(50%)/学期中に課す課題 2 回（25×2）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜参考文献や関連記事、資料を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL229／教育と福祉 

(Education and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉と障害を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
金 在根(KIM JAEKEUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉とは、障害者や高齢者など特定の人への恩恵や思いやりではなく、社会的弱者の権利を保障しつつ、社会構成員全体の生

に影響を与える理念及びシステムであることを理解する。また、障害の多様性を理解しつつ、障害を見る視点を既存の医学モデ

ルから社会モデルに変えることで、障害に対する考え方が変わることができる。 

 

We understand that welfare is not a benefit or compassion for a specific person such as a disabled person or an elderly person, 

but a philosophy and system that guarantees the rights of the socially vulnerable and influences the lives of all members of 

society. Also, by understanding the diversity of disabilities and changing the viewpoint of viewing disabilities from existing the 

medical model to the social model, the way of thinking about disabilities can be changed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

福祉と障害は、自分とは関係のないものと考えてしまいがちですが、実は、私たちの生活においてとても身近なものです。福祉と

障害を正しく理解したうえで今の教育や社会を見ると、今まで見えなかった問題が見えるようになると考えます。身近な事例や視

聴覚資料を使いつつ、皆さんと一緒に考えながら授業を進めていきたいです。  

 

We tend to think that welfare and disability are unrelated to ourselves, but in fact, they are very familiar in our lives. If we look 

at current education and society after understanding welfare and disability correctly, we will be able to see problems that we 

have never seen before. I would like to proceed with the class while thinking with everyone using familiar examples and 

audiovisual materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会福祉とは何か 

3. 社会福祉の歴史 

4. ソーシャルワークについて学ぶ 

5. 教育と福祉をめぐる課題（貧困子ども支援の実践） 

6. 障害とは何か 

7. 身近な問題としての障害 

8. 障害と向き合う 

9. 障害者の生活実態（身体障害者編） 

10. 障害者の生活実態（知的障害者編） 

11. 障害者の生活実態（発達障害者編） 

12. 障害者の生活実態（精神障害者編） 

13. 授業のまとめ 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の仕方については、必要に応じて授業時に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業レジュメは授業前にブラックボードにアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星加良司、2007、『障害とは何か――ディスアビリティの社会理論に向けて』  』、生活書院 
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2. 『社会福祉学習双書』編集委員会、2020、『社会福祉学習双書 2020 障害者福祉論』、全国社会福祉協議会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL230／教育と宗教 

(Education and Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育における「宗教」の扱われ方を把握し，今後の宗教教育に関する課題を考察する。 

 

The course will view how "religion" is treated in internal and external education, and will consider issues concerning religious 

education in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の教育現場において「宗教」が取り上げられる機会は一部の宗教系学校以外においてはまずない。だが，「宗教」に関する

知識や情報は生活において重要なものであろう。内外の教育における「宗教」の扱われ方の歴史・現状を把握したうえで，それに

ともなう問題や課題について考察していく。 

 

With the exception of some religious-affiliated schools, there is almost no opportunity in Japan's education to take up the topic 

of religion. However, knowledge and information concerning religion is important in life. After understanding the history and the 

current status of how religion is handled in internal and external education, the course will consider the problems and issues 

involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 日本宗教教育史１ 

3. 日本宗教教育史２ 

4. キリスト教系学校の歴史１ 

5. キリスト教系学校の歴史２ 

6. キリスト教系学校の現状 

7. その他の宗教系学校の歴史 

8. その他の宗教系学校の現状 

9. 教育法制と宗教 

10. 諸外国の教育と宗教１ 

11. 諸外国の教育と宗教２ 

12. 諸外国の教育と宗教３ 

13. 諸外国の教育と宗教４ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 國學院大學日本文化研究所、1997、『宗教と教育』、弘文堂 

2. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

3. 国際宗教研究所、2007、『現代宗教 2007』 』、秋山書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL231／ドイツ語圏文化概論 １ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は井出が，後半は古矢が担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Ide in the first half and Furuya in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意： 

初期ドイツ語時代（-1050）１ 

2. 初期ドイツ語時代（-1050）２ 

3. 中世ドイツ語時代（1050-1350）１  

4. 中世ドイツ語時代（1050-1350）２  

5. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）１  

6. 初期新高ドイツ語時代（1350-1650）２  

7. 小テスト１（井出担当部分） 

8. ドイツの「近代」 

9. 第一次世界大戦とドイツ 

10. ヴァイマル共和国の光と影 

11. ナチスの台頭と反ユダヤ主義 

12. ユダヤ人迫害とホロコースト 

13. 第二次世界大戦とドイツ 

14. 小テスト２（古矢担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席態度および理解度(30%)/テスト・期末課題(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。詳細は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

3. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

4. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 
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5. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業のある毎週水曜日に配信。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL232／ドイツ語圏文化概論 ２ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2) 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

Students will learn fundamental knowledge about the history and the present state of literature, culture, and language in the 

German-speaking sphere, and will acquire indispensable fundamental knowledge that will apply to all studies over the next 4 

years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は坂本が，後半は吉田が担当。 

 

In addition to Germany in the narrow sense (i.e., the current Federal Republic of Germany), the lectures will broadly cover the 

language, literature, and culture in regions that have historically constituted the German-speaking sphere, from the start of 

modernity to the present age. Within this, the course will select and delve into a number of topics, introducing various 

perspectives for analysis and explanation. The classes will be led by Sakamoto in the first half and Yoshida in the second half. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意： 

バロック期の文化１  

2. バロック期の文化２   

3. 啓蒙主義時代の文化１ 

4. 啓蒙主義時代の文化２ 

5. ロマン主義の文化１ 

6. ロマン主義の文化２ 

7. 小テスト１（坂本担当部分） 

8. 戦後ドイツ 

9. 過去の克服 １ 

10. 過去の克服 ２ 

11. 1968 年と西ドイツの変化 １ 

12. 1968 年と西ドイツの変化 ２ 

13. ドイツ統一 

14. 小テスト２（吉田担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席態度および理解度(30%)/テスト・期末課題(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。詳細は授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

3. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL233／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈私小説〉を中心として日本近代文学を概観する 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 貴志(FUJII TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

日本文学専修 3,4 年次、文芸思想専修 3,4 年次生のみ登録可。（その他の学生は抽選

登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「私小説の問題」「物語論と世界像」「記憶と物語ること」を大きな枠組みとし、三つの論点の理解を通じて、日本近代文学の基礎

的な知識と研究方法を習得する。 

 

In this ｃlass, ｓtudents will learn basic knowledge and research methods of modern Japanese literature through understanding 

three points of discussion as the overall framework for learning. The three points include “issues surrounding Ｉ novels

（shishosetsu）”, “narratology and world view”, and “telling stories about memories”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「私小説の問題」においては、日本で独自の発展を遂げたといわれる私小説というジャンルの再検討を行う。「物語論と世界像」で

は、芥川龍之介の作品を中心に「語り」の問題について学び、多元的な語りによる世界像の変容について考察する。「記憶と物語

ること」においては、村上春樹の作品を中心に、現代文学の中で「記憶」や「物語」が果たす役割について考察する。 

 

In “issues surrounding Ｉ ｎovels（shishosetsu）”, we will re-examine so-called “Ｉ ｎovels（shishosetsu）” genre, which has 

developed in a unique manner in Japan. In “ｎarratology and world view”,  students will be asked to look into issues of “story-

telling（katari）”, mainly focusing on the literary works of Ryunosuke Akutagawa and to examine the changing world view due to 

pluralistic narratives. In “telling stories about memories”, we will examine the roles of “memories” and “stories”  in 

contemporary Japanese literature, mainly focusing on the literary works of Ｈaruki Murakami. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――西村賢太と私小説の現在（私小説の問題①） 

2. 〈告白〉ということ――島崎藤村『破戒』（私小説の問題②） 

3. 田山花袋「蒲団」と武者小路実篤「お目出たき人」（私小説の問題③） 

4. 失恋小説――久米正雄「破船」（私小説の問題④） 

5. モデル小説――柳美里『石に泳ぐ魚』を事例として（私小説の問題⑤） 

6. 調和型私小説――志賀直哉「焚火」と芥川龍之介「蜃気楼」（私小説の問題⑥） 

7. 破滅型私小説――葛西善蔵「哀しき父」と太宰治「桜桃」（私小説の問題⑦） 

8. 三島由紀夫「仮面の告白」（私小説の問題⑧） 

9. 「「話」らしい話のない小説」論争（物語論と世界像①） 

10. 芥川龍之介「羅生門」から考える①（物語論と世界像②） 

11. 芥川龍之介「羅生門」から考える②（物語論と世界像③） 

12. 村上春樹『風の歌を聴け』（記憶と物語ること①） 

13. 村上春樹『アンダーグラウンド』（記憶と物語ること②） 

14. 村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』と全体のまとめ（記憶と物語ること③） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

［予習］扱う作品については熟読した上で講義に臨むこと。 

［復習］授業で学んだことを、継続して思考すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題提出(40%) 

毎回課す課題提出が 2/3 未満の場合は、単位修得不可。(2021.8.4 変更)<BR>【変更前】レポート試験 60％、平常点 40％(リアク

ションペーパー40％) 2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回をオンデマンド科目として行う。(2021.8.4 変更)<BR>【変更前】全授業回のうち数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL234／音楽と感性 

(Music and Sensibility) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 寛(YOSHIDA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of this course is to understand the relationship between music and sensation by knowing the property of sound as a 

physical phenomenon, the property of ear as a sense, and the property of music as an art. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course are discussed psychology of hearing, perception of sound, and design practice of sound in new media, examining 

various examples in contemporary culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 五感のなかの聴覚 

2. 眼と耳 

3. ラオコーン問題（レッシング） 

4. 声の文化と文字の文化（オング） 

5. 音の認知 

6. 聴覚的空間（カーペンター＝マクルーハン） 

7. 錯覚（イリュージョン） 

8. マルチモーダル認知 

9. 視聴覚統合錯覚 

10. ニューメディアと音・音楽 

11. コンピュータ音楽とゲーム音楽 

12. ダイエジェティックサウンド 

13. エピステミックサウンド 

14. 音楽ゲーム（音ゲー） 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(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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■AL236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL236／デジタルアーカイブ論 

(Digital Archiving Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

歴史・文化のデジタルアーカイブ （Digital Archiving for Historical and Cultural 

Resources） 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 真(GOTO MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史的・文化的な資料について、デジタル化の現状を知り、その活用による新たな研究の状況について学ぶ。 

 

Learn about the current status of Digital Archives for historical and cultural resources, and learn about the status of new 

research using Digital Archives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化・歴史などの理解にとって重要な資料（文化資源）をデジタル化したものをデジタルアーカイブと呼ぶ。デジタルアーカイブは

時間的・空間的制約のない中で、文化資源を見ることができるだけではなく、コンピュータによるこれまでにない活用方法まで見

通した新たな可能性を持っている。本講義では、このデジタルアーカイブの様々な事例を紹介する。特に日本の例を中心としつ

つ、文化資源のデジタル化の現状と課題について、検討を加え、歴史的な資料をコンピュータで扱う未来の学術的な在り方につ

いて講義を行う。 

 

The digitalization of materials (cultural resources) that are important for the understanding of culture and history is called a 

digital archive. Digital archives not only allow us to view cultural resources without temporal and spatial constraints, but also 

have various possibilities such as finding new ways to use them with computers. In this lecture, I will introduce various examples 

of this digital archive. 

In this lecture, I will introduce various examples of digital archives, especially focusing on archival cases in Japan, and discuss 

the current status and issues of digitization of cultural resources. The lecture will focus on the future scholarship of using 

computers to handle historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の視角—歴史・文化資料と現代— 

2. 歴史・文化資料のデジタル化（１）—GLAM（Gallery Library Archives Museum）とは— 

3. 歴史・文化資料のデジタル化（２）—図書館によるデジタル化の現状と課題— 

4. 歴史・文化資料のデジタル化（３）—博物館によるデジタル化の現状と課題— 

5. 歴史資料のデジタル化（４）—アーカイブズによるデジタル化の現状と課題— 

6. 歴史資料のデジタル化（５）—学術機関が作るデジタル文化資源— 

7. 歴史資料デジタル化の「黒船」（１）—企業による諸活動— 

8. 歴史資料デジタル化の「黒船」（２）—Web世界の中の「ニッポン」— 

9. 歴史資料と著作権（１）—昔のものをめぐる様々な課題— 

10. 歴史資料と著作権（２）—オープンデータという概念— 

11. デジタルアーカイブと歴史資料が社会に活きる（１）—クラウドと地域— 

12. デジタルアーカイブと歴史資料が社会に活きる（２）—AI と歴史資料— 

13. デジタルアーカイブと歴史資料が社会に活きる（３）—データ社会と歴史文化、ジャパンサーチ— 

14. 全体のまとめ—昔のものが今の生活や文化に息づくということ— 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

実際に（新型コロナなどの状況が許す限り）博物館や図書館・アーカイブズ機関などに行き、どのような資料があるのか特性を知

るようにすること。それにあわせて、デジタルデータがどのように作成され、使われるようになっているか、授業の進捗にあわせて

それぞれの機関について調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業時に出す課題など(15%)/その他、授業受講時の状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時、資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 橋本雄太・後藤真、2019、『歴史情報学の教科書』、文学通信 (ISBN:9784909658128) 

2. 岡田一祐、2019、『ネット文化資源の読み方・作り方』、文学通信 (ISBN:9784909658142) 

3. 永崎研宣、2019、『日本の文化をデジタル世界に伝える』、樹村房 (ISBN:9784883673278) 

4. 水嶋英治・谷口知司・逸村裕、2016、『デジタルアーカイブの資料基盤と開発技法』、晃洋書房 (ISBN:9784771027510) 

5. 江上敏哲、2012、『本棚の中のニッポン』、笠間書院 (ISBN:9784305705884) 

なお、以下の書籍は下記 URLでデジタル無料公開もされている。 

『歴史情報学の教科書』 （https://bungaku-report.com/metaresource.html） 

『本棚の中のニッポン』 （https://kasamashoin.jp/shoten/ISBN978-4-305-70588-4.pdf） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL241／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｌｅｃｔｕｒｅ １ 

(Humanities Lecture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Western History in the Modern Period 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1501 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The aim of course is to provide students with the opportunity to explore and discuss some of the crucial changes that occurred 

in Western countries, from the late eighteenth century to the present time, and to examine their influence on the rest of the 

World. This course will also develop students’ ability to think critically and take part in meaningful discussion with others.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will trace the major political, social, cultural and economic events that occurred in Western Countries during the 

modern period and show their influence on the wider world.  It will adopt a thematic and a broadly chronological approach.  

Particular emphasis will be placed on themes such as The Enlightenment in Europe, the Emergence of Modern Nation States, 

the Age of Imperialism, Cultural Modernism, Rethinking Race and Reimagining Nations.  Students are required to complete 

assigned readings and prepare answers to discussion questions in note form before coming to class.  They will also write one 

essay of between 1,200 and 1,500 words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The Enlightenment in Europe 

2. Revolutionary Transformations and the New Language of Freedom 

3. Economic Reordering   

4. Socialists and Radicals in Europe 

5. Consolidating Nations and Constructing Empires 

6. Global Expansionism and an Age of Imperialism 

7. Cultural Modernism 

8. Rethinking Race and Reimagining Nations 

9. Competing Visions for Building Modern States 

10. Decolonization 

11. Three Worlds 

12. Tensions within the Three Worlds 

13. Globalization 

14. Conclusion: Global Challenges 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete the assigned readings and write answers to discussion questions in note form before class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

essay(40%)/exercises(30%)/class discussions(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Elizabeth Pollard, Clifford Rosenberg, Robert Tignor & Alan Karras. 2019. Worlds Apart: A History of the World: From the 

Beginnings of Humankind to the Present (Concise Edition) (Vol. 2). W.W. Norton and Company Ltd., (ISBN:978-0393668551) 

Students are not required to purchase the course textbook which will be available on reserve in Rikkyo University library.  All 

reading materials will be posted on blackboard before class.  

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Classes will be held in both lecture and seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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■AL242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL242／Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ Ｌｅｃｔｕｒｅ ２ 

(Humanities Lecture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of War and Peace 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1301 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

•Engage in critical reading from a variety of genres in which we will analyze the formal, rhetorical, and stylistic features 

appropriate to the genre 

•Become familiar with international and historical perspectives on war and on nonviolence and peace. 

•Better understand cross-cultural attitudes toward conflict, peace, and nonviolence 

•Hone critical thinking skills and foster ability to write and speak about literature in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course treats literary works from around the world about the experience of war and the search for peace. We will look at 

works from a variety of genres including short fiction, essays, poetry, and songs.  Writing and speaking practice, including small 

group discussions and essays, will be used to foster improved English communication skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Striving for Peace in a Violent World 

Readings: Mohandes Gandhi, “My Path”; “Human Approach to World Peace”  

2. The Ancient World 

Readings: Aristophanes, “Rescuing Peace”; Petronius, “Young Widow” 

3. The Drums of War in East Asia  

Readings: Selections from “Tale of Heike”; Du Fu on War 

4. Poetry of War and Peace 

Readings: Emily Dickinson, “I Many Times Thought Peace Had Come” and Rabindrath Tagore, “Peace, My Heart” 

5. War Fiction 

Reading: John Dos Pasos, “Three Soldiers” 

6. War Fiction 

Reading: Ernest Hemingway, “Old Man at the Bridge” 

7. War Fiction 

Reading: Liam O’Flaherty, “The Sniper” 

Analysis Paper 1 and Presentation are due 

8. War and Satire 

Reading: Soloway, “The One Day War” 

9. Peace and Reconciliation  

Reading: McCann, “The Reconciliation” 

10. Seeking Peace in a Nuclear World 

Reading: Kenzaburo Oe, “Nobel Prize Speech” 

11. Anti-war Novella 

Readings: The Little Prince; “The Strange Triumph of the Little Prince” 

12. Anti-war Novella, 2 

Reading: The Little Prince 

13. Anti-war Novella, 3 

Reading: The Little Prince 

14. Imagining Peace 

Readings: John Lennon and Yoko Ono, “Imagine” and Maya Angelou, “The Rock Cries Out to Us Today” 

Analysis Paper 2 and presentation are due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having completed the readings for the week. Students will need to 

submit their weekly response to the readings via the discussion tool on Blackboard. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation including group discussions and reading checks(30%)/Weekly Reading Analysis Responses(30%)/Reading 

Analysis Paper 1(15%)/Reading Analysis Paper 2(15%)/Presentations based on Reading Analysis Papers(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no textbook for this class, but literary works and supplementary materials will be made available to students in digital 

form on the password-protected course site. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 

Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｂ 

(Information Processing 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文書作成入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Wordを使い文書作成の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of creating documents using MS Word. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文書作成のソフト MS Wordの基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the document creation software MS Word through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 複数の宛先に送付する文書の作成 

6. 表で項目や数値を整理した文書の作成 

7. イラストや図形を使ったビジュアルな文書の作成 

8. 図やグラフで情報を伝える文書の作成 

9. 既存のデータを利用した文書の作成 

10. 読みやすいレイアウトの長文の作成 

11. 効率のよい長文の作成 

12. 長文の編集と加工 

13. 共同作業と文書の保護 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用ワープロ Word2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9700-8C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｂ 

(Information Processing 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表計算入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Excel を使い表計算の基本操作を習得します。 

 

Students will learn the basics of spreadsheets using MS Excel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

表計算のソフト MS Excel の基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

Students will learn the basics of the spreadsheet software MS Excel through exercises, along with methods for using it 

efficiently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 表計算の基本操作 

3. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

4. 数式・関数を活用した集計表の作成 

5. 表示形式や関数を活用した表の作成 

6. 定型の表を作成する操作 

7. グラフの基本 

8. 目的に応じたグラフの作成と編集 

9. データベース機能の利用 

10. データの抽出 

11. 条件を指定した集計・分析 

12. ワークシート間の集計 

13. 集計作業の自動化 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用表計算 Excel2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9701-5C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｃ 

(Information Processing 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成を通じて，PC プレゼンテーションの特徴と情報処理の基礎的な知識や技能

を身につける。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and skills for PC presentations and information processing by creating 

presentation materials using PowerPoint. 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成を通して項目の整理や視覚化，スライドの提示方法など PC プレゼンテーションで考慮すべき点についてもふれてい

く。 

実習形式の授業となるため、毎回 PowerPointを操作しながら受講する必要がある。 

 

Students will gain practical training in using PowerPoint by creating presentation materials (slides) to be used in oral 

presentations. 

The course will also touch on points to be considered in PC presentations, such as how to arrange and visualize items through 

slide creation, and how to present slides. 

In order to implement the course in practical exercise format, it is necessary to take the course while operating PowerPoint 

every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式とテーマの変更 

2. スライドの基本操作と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPointを利用した表およびグラフの作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図解 

5. 画像の挿入及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 図形の挿入と書式指定，テキストの入力 

7. オブジェクトウィンドウの利用と複数図形の配置整理，グループ化 

8. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

9. スライドデザインの詳細指定と印刷 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PC プレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で説明する技法はどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して質問があれば上記授業内容から外れる事柄であっても自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指示する提出物（複数回）(80%)/最終授業時に提出する課題(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 
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参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Powerpointおよび PDF資料の配布と課題提示は立教時間を通じて行う。課題提出にも立教時間を利用する。 

 

自宅で受講時間に Microsoft Office（Microsoft365 または Powerpoint）が利用できる、または

https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で大学から提供されている Microsoft365をインストールして利用できるコ

ンピューター(タブレットを除く)が授業時に使えることが必要となる。 

その場合 OSの違いは問わないがモバイル版やクラウド版、また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice等)では一部の機能が利用でき

ない可能性があるため、それらを利用しての受講はできないので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｃ 

(Information Processing 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成に関する留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成を通じて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

Through the creation of PC presentations, students will deepen their understanding of expression using presentation materials 

and will acquire basics and skills for information processing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料を構成する要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者

の前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげて具体的

に作成上の留意点を説明する。 

 

By learning about the relationship between the component elements of presentation materials and the impression made on the 

audience in a PC-based presentation, students will consider the advantages and disadvantages, and the intelligibility, of the oral 

presentation format for conveying information in front of others. 

In general, the course will cover one theme in two weeks. 

In the first week, students will practice creating a presentation with explanations and a theme in mind. In the second week, 

students will use the created presentations as examples to explain specific points of note in their creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Powerpointの基本的操作：箇条書きレベルと段落書式の指定 

2. SmartArtの操作：簡易的な箇条書き図解の作成と問題点 

3. 図形の操作：テキスト挿入、書式変更、グループ化、整列の指定 

4. ボックス型の図形を利用した項目のグループ化とレベルの可視化 

5. 講評：項目レベルと図形のサイズ・配置・配色 

6. 矢印・線を利用した要素間の関係性強調 

7. 講評：関係性のパターン及び関係性の強弱と線の特徴 

8. 色による要素間の関係性強調とデザイン変更 

9. 講評：色の心理的効果とスライドの統一感，配色と見やすさの効果 

10. インターネット上の画像と利用許諾範囲の確認、および著作権のクレジット表記 

11. 画像を利用した表現・内容に関する印象強化と項目の具体化 

12. 講評：直感的把握を促進する画像と理解の妨げとなる配置 

13. 効果的なアニメーションの利用 

14. 最終課題：「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で指定する課題（複数回）(75%)/最終課題(25%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 
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特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Powerpointおよび PDF資料の配布と課題提示は立教時間を通じて行う。課題提出にも立教時間を利用する。 

 

自宅で受講時間に Microsoftに Office（Microsoft365 または Powerpoint）が利用できる、または

https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/pc/SitePages/buy.aspx で大学から提供されている Microsoft365をインストールして利用できるコ

ンピューター(タブレットを除く)が授業時に使えることが必要となる。 

その場合 OSの違いは問わないがモバイル版やクラウド版、また互換ソフト（KeyNote、WPSoffice等)では一部の機能が利用でき

ない可能性があるため、それらを利用しての受講はできないので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｄ 

(Information Processing 3d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報機器の基本操作 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いたプレゼンテーション資料の作成等を通して、情報処理の基本的な知識と技能を修

得することを目標とします。 

 

The objective is for students to acquire fundamental knowledge and skills in information processing through the creation, etc. of 

presentation materials using basic software (Word, Excel, and PowerPoint). 

 

授業の内容（Course Contents） 

レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう、Wordを用いた書類作成、PowerPointの活用法、Excel によるデータ処理の方

法等について学習します。 

 

In addition, students will learn to write reports, make presentations, and analyze data using Microsoft Word for document 

creation, PowerPoint, and Excel for data analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPointの基礎：機能の確認 

3. PowerPointの活用 1：画像・図表の挿入とアニメーション 

4. PowerPointの活用 2：スライドマスター 

5. Wordの基礎：機能の確認 

6. Wordの活用 1：ページレイアウト 

7. Wordの活用 2：文書の編集 

8. Wordの活用 3：図表の挿入とアウトライン 

9. Excel の基礎：機能の確認 

10. Excel の活用 1：データ入力と編集 

11. Excel の活用 2：グラフ作成 

12. Excel の活用 3：関数 

13. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて実習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 

原則として全授業回対面実施予定です。 
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注意事項（Notice） 
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■AL256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｄ 

(Information Processing 4d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理（データ収集から分析加工そして発信） 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 70 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いて私たちの身の回りにあるデータを収集・分析加工し、情報として発信できるようにな

ることを目標とします。 

 

The objective is for students to become able to collect, analyze, and process the data around them using basic software (Word, 

Excel, and PowerPoint), and communicate this as information. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Word, Excel, PowerPointの操作確認と各種データベースを用いたデータの収集、可視化の方法を学習し、プレゼンテーションの

際に必要となる効果的な資料を作成します。 

 

Students will confirm how to use Word, Excel, and PowerPoint, will learn methods for collection and visualization of data using 

databases, and will create effective materials necessary for presentations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPoint：操作方法の確認 

3. PowerPointを用いた資料作成 

4. Word：操作方法の確認 

5. Wordを用いた資料作成 

6. Excel：操作方法の確認 

7. Excel を用いたデータ処理（関数・ピボットテーブル） 

8. データの収集方法 

9. データのパターンを読む（クロスデータ・時系列データ） 

10. データの可視化（効果的なグラフの作成） 

11. データの可視化（プロット・マッピング） 

12. 総合演習 1 

13. 総合演習 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて演習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 

原則として全授業回対面実施予定です。 
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注意事項（Notice） 
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■AL351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL351／ヘブライ語 １ 

(Hebrew 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書ヘブライ語の基礎を学ぶ。ヘブライ文字に親しみ、旧約聖書原典の「素読」技術の体得を目標のひとつとする。また、初級文

法の基礎を習得する。 

 

We will learn the basics of Biblical Hebrew. As the first stage of the learning, this course is intended to get familiar with Hebrew 

characters and texts by reading them aloud. The basic grammar will be learned quickly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約聖書の原典に触れる機会をもつ。宿題、課題提出を随時課す。学期前半は音読、文

字の習得を重視したい。後半は、現代のイスラエルで生活語として用いられている現代ヘブライ語も文法学習の手がかりとして利

用する。 

 

（「対面科目」に指定されていますが、状況が大幅に好転しない限り、オンラインで行います。Blackboard での告知にご注意くださ

い） 

 

The course will give students as much opportunity as possible to read actual texts of Hebrew Bible, while learning introductory 

grammar. Homework will be assigned as appropriate. The first half of the course will emphasize reading aloud and learning 

characters. The second half will also use modern Hebrew, a living language used in modern Israel, as an aid to grammar learning. 

 

Though assigned as a "Face-to-face" course, the course will be given online basically, unless the situation will be drastically 

improved. Please notice announcements in our Blackboard site.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２） 

3. 名詞と形容詞、冠詞 

4. 所有、関係詞、接尾代名詞（１）、前置詞、セゴール名詞 

5. 動詞完了形（１）、名詞双数形、分詞 

6. スミフート（１）、接尾代名詞（２） 

7. スミフート（２）、数詞 

8. 動詞完了形（２）、所有接尾代名詞、状態動詞 

9. 動詞完了形（３）、喉音動詞 

10. 動詞完了形（４）、動詞のバリエーション（ビニヤン） 

11. 動詞未完了形（１） 

12. 動詞未完了形（２） 

13. 命令形、不定詞 

14. 期末のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回、宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物や課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法 改訂版』、青山社 (ISBN:978-4-88359-320-0) 

 

参考文献（Readings） 
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1. C. L. Seow. 1995. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (9784560086070200) 

4. 谷内意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL352／ヘブライ語 ２ 

(Hebrew 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級２ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級文法の学習を終わらせ、独力で辞書を引く方法を学び、実際の聖書テクストを読む技術を習得する。 

 

We will complete the basic grammar of Biblical Hebrew, and learn skills for using dictionaries to read actual Biblical texts in 

Hebrew. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「ヘブライ語１」の履修を前提とし、完全な初学者は対象としない。引き続き初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約

聖書の原典に触れる機会をもつ。随時、宿題・課題の提出などを課す。既習の文法事項の復習も行いながら、辞書を引くテクニッ

クを学び、少しずつ経験を積んでいくことで上達を目指す。現代のイスラエルで用いられている日常語としてのヘブライ語との関

係も紹介し、簡単な実用語なども学んでいく。 

 

（「対面科目」に指定されていますが、状況が大幅に好転しない限り、オンラインで行います。Blackboard での告知にご注意くださ

い） 

 

The course is the second stage of Basic Biblical Hebrew, not intended for complete beginners. Students are required to have 

taken the first stage course "Hebrew 1" of the spring semester. The course will give students as much opportunity as possible 

to read actual texts of Hebrew Bible, while learning the basics of the grammar. Homework will be assigned as appropriate. While 

reviewing grammar points that have already been learned, students will learn skills for using dictionaries, and will improve by 

gradually building up experience. This course will also introduce some topics of modern Hebrew used as a daily language in 

modern Israel, and will teach its simple, practical phrases. 

 

Though assigned as a "Face-to-face" course, the course will be given online basically, unless the situation will be drastically 

improved. Please notice announcements in our Blackboard site.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. wayyiqtol 形、Weqatal 形 

3. 不定詞（１）、受動分詞 

4. 不定詞（２）、命令形、願望形、否定辞 

5. ピエル動詞（１）、存在と所有の表現 

6. ピエル動詞（２） 

7. 独立不定詞 

8. ヒフイル動詞（１）、動詞と接尾代名詞 

9. ヒフイル動詞（２）、ホフアル動詞 

10. ニフアル動詞（１） 

11. ニフアル動詞（２） 

12. 重子音語根の動詞 

13. ヒトパエル動詞、条件文 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回宿題を課す。 

 

辞書の引き方を学んだ後は、図書館での予習など準備が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物・課題など(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法』、青山社 (ISBN:9784883593200) 

 

参考文献（Readings） 

1. C.L.Seow. 1987. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:9784560086070) 

4. 谷口意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL353／ドイツ語文献講読 １ 

(Reading German Texts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだドイツ語文法を復習しつつ、文章読解の能力を培うことを目指します。 

 

The course aims to improve your reading comprehension skills. We will also review the grammar points you've learned in the 

first year.   

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュース記事、文学作品、演説など様々なジャンルのドイツ語に触れてもらいます。授業では、読解のポイントや重要な文法事項

を解説します。 

 

Students are required to translate various types of german texts, such as news articles, literary works and speech. Tips for 

comprehension and grammatical points are suggested in class.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テクスト１ 

3. テクスト２ 

4. テクスト３ 

5. テクスト４ 

6. テクスト５ 

7. テクスト６ 

8. テクスト７ 

9. テクスト８ 

10. テクスト９ 

11. テクスト１０ 

12. テクスト１１ 

13. テクスト１２ 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習復習を必ずして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

和訳の提出(30%)/授業内に行う小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合は、評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中尾悠爾・平尾浩三・朝倉功、2004 年、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL354／ドイツ語文献講読 ２ 

(Reading German Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの脱原発とエネルギー転換 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎裕子 （MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エネルギー問題に関して自らテーマを立て、ドイツ語文献から適切かつ効果的に情報を引用して論じるための能力と知識を身に

付ける。 

 

The aim of this course is to help students acquire the necessary skills and knowledge needed to make a theme about energy 

issues and to discuss it citing information from German literature appropriately and effectively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書の各課のテーマに沿って、まず、ドイツが脱原発に至った背景を辿り、次に、再生可能エネルギーの現在と未来、そして原

発の倫理問題を踏まえた上で、最後に、日独比較文化的観点から、日本のエネルギー転換について考える。その際、教科書以

外の様々な種類のドイツ語文献に関する課題を通して、ドイツ語読解能力を養う。ディスカッションはドイツ語でも行い、最終レポ

ート（プレゼンテーション動画）作成に向けて、ドイツ語口頭運用能力も養う。 

 

In line with the themes of each section of the textbook, we will first trace the background to Germany's nuclear phase-out, then 

look at the present and future of renewable energies, the ethical issues of nuclear power, and finally consider Japan's energy 

transition from a German-Japanese comparative cultural perspective. In doing so, students will develop their German reading 

skills through assignments on various types of German literature other than the textbook. Discussions will also be held in 

German, and oral German skills will be developed in preparation for the final report (video presentation). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書：第 1 課フクシマ 3.11 

2. 教科書：第 2 課ドイツの脱原発と倫理委員会 

3. 教科書：第 3 課ドイツの反原発市民運動－カルカルとゴアレーベン 

4. 教科書：第 4 課緑の党とチェルノブイリ 

5. 教科書：第 5 課シュレーダーの脱原発政策とメルケルの反動 

6. 教科書：第 6 課メルケルの「転向」 

7. 教科書：第 7 課再生可能エネルギー（現在と未来） 

8. 教科書：第 8 課シェーナウの実験－『原発をやめる 100 の理由』 

9. 教科書：第 9 課倫理としての脱原発－ローベルト・ユンク『原子力国家』 

10. 教科書：第 10 課日本のエネルギー転換 

11. 最終レポート（プレゼンテーション動画）のテーマと問いを集める 

12. 最終レポート（プレゼンテーション動画）での文献使用方法を考える 

13. 最終レポート（プレゼンテーション動画）作成 

14. 最終レポート（プレゼンテーション動画）の講評、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1.  教科書第 2 課から第 10 課までを毎回 1 課ずつ予習し、「①Konversation の要点・②Lesetextの要点・③練習問題の答え・④

身に付けたい語彙と表現」にまとめ、授業前までにブラックボードのフォーラムに投稿する。CD を聴いて、Konversation と

Lesetextの音読練習をする。 

2.  クラスメイトの投稿にコメントを付け、お互い教え学び合う。 

3.  授業内課題の予習をする。 

4.  ドイツ語および日本語文献の要約・分析発表の準備をする。 

5.  最終レポート（プレゼンテーション動画）作成のために必要なドイツ語および日本語文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート（プレゼンテーション動画）(30%)/毎回の予習(28%)/授業内課題(28%)/授業内発表(10%)/授業参加度（グループ・ワー

クへの貢献・ディスカッションでの発言など）(4%) 

正当な理由なしに 3 回欠席した場合は、成績評価の対象にならない。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 大川勇 / 稲葉瑛志 / 齋藤治之 / ディーター・トラウデン、2018、『原発のない暮らし―ドイツの選択』、株式会社 郁文堂 

(ISBN:9784261012699) 

独和辞典 

 

参考文献（Readings） 

1. 「原発をやめる 100 の理由」日本版制作委員会 / 西尾漠（監修）、2012、『原発をやめる 100 の理由 エコ電力で起業したドイ

ツ・シェーナウ村と私たち』、築地書館 (ISBN:9784806714484) 

2. 安全なエネルギー供給に関する倫理委員会、2013、『ドイツ脱原発倫理委員会報告 : 社会共同によるエネルギーシフトの道

すじ 』、大月書店 (ISBN:9784272330805) 

3. ロベルト・ユンク、2015、『原子力帝国』、日本経済評論社 (ISBN:9784818821927) 

4. オイゲン・コーゴン、2001、『SS国家 : ドイツ強制収容所のシステム』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623033201) 

5. 熊谷徹、2012、『なぜメルケルは「転向」したのか : ドイツ原子力四〇年戦争の真実』、日経 BP社 (ISBN:9784822248901) 

6. ペーター・ヘニッケ / パウル・J.J.ヴェルフェンス、2018、『福島核電事故を経たエネルギー転換 : ドイツの特殊な道か、それと

も世界の模範か』、新評論 (ISBN:9784794810687) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ドキュメンタリー映画『シェーナウの想い（Das Schönauer Gefühl）』https://www.youtube.com/user/Rebellenstrom 

 

注意事項（Notice） 
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■AL355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL355／フランス語文献講読 １ 

(Reading French Texts 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語版ウィキペディア記事を読む 

担当者名 

（Instructor） 
淵田 仁(FUCHIDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語のウィキペディア記事を読むことで、フランス語の読解力の向上を図る。 

 

By reading French-language articles of wikipedia, this course focuses on developing French reading skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語学習の傍ら、フランスから見える日本文化についての知見を深めるために、フランス語のウィキペディア記事の読解を

行う。 また日本語版記事と比較し、その論点の差異等についても議論する。 

 

In order to deepen our knowledge of Japanese culture as seen from France, we will read French Wikipedia articles.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランス語のウィキペディア記事を読む１ 

3. フランス語のウィキペディア記事を読む２ 

4. フランス語のウィキペディア記事を読む３ 

5. フランス語のウィキペディア記事を読む４ 

6. フランス語のウィキペディア記事を読む５ 

7. フランス語のウィキペディア記事を読む６ 

8. フランス語のウィキペディア記事を読む７ 

9. フランス語のウィキペディア記事を読む８ 

10. フランス語のウィキペディア記事を読む９ 

11. フランス語のウィキペディア記事を読む１０ 

12. フランス語のウィキペディア記事を読む１１ 

13. フランス語のウィキペディア記事を読む１２ 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書を引きながら事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および訳読担当時の取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から原則としてオンライン（ZOOM）で実施し、社会状況と履修者の希望に応じて、対面実施の可能性を検討する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL356／フランス語文献講読 ２ 

(Reading French Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス現代思想を原書で読む 

担当者名 

（Instructor） 
大坪 裕幸(OTSUBO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義ではフランス現代思想のなかから、比較的容易に読める文体のテキストを選んで読む。そのようなテキストの読解を通し

て、受講生は様々な構文を理解できるよう精読し、また音読しながら正確な発音を身に着けることを目指す。 

 

In this course, we will choice and read relatively easy works to comprehend from modern French philosophies. By reading these 

works, students will make an effort to understand various syntaxes through careful reading and to pronounce French properly 

through reading aloud.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回特定のテキストを扱い、その読解をしていく。加えて担当講師は、サルトル以降の現代思想の展開を（補助資料を用いて）抄

説する。 

 

Each time we will deal with a different works, which we will strive to comprehend thoroughly. Additionally, the teacher in charge 

will lecture on the historical transitions of modern French philosophy after Sartre. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ドゥルーズと文学 ( 1 ) 

3. ドゥルーズと文学 ( 2 ) 

4. ドゥルーズと文学 ( 3 ) 

5. ロラン・バルトの記号論 ( 1 ) 

6. ロラン・バルトの記号論 ( 2 ) 

7. ロラン・バルトの記号論 ( 3 ) 

8. メルロ＝ポンティと絵画 ( 1 ) 

9. メルロ＝ポンティと絵画 ( 2 ) 

10. メルロ＝ポンティと絵画 ( 3 ) 

11. フーコーと文学 ( 1 ) 

12. フーコーと文学 ( 2 ) 

13. フーコーと文学 ( 3 ) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

和訳を担当する学生以外の者も、授業までにテキストの該当箇所を読んでおくこと。なお授業で扱う思想家・哲学者は、受講生の

要望に応じて変更する場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/訳読担当時の取り組み(40%) 

２/３以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL371／英語文献講読 １ 

(Intensive English Reading 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mary Shelley  Frankenstein を読む 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説を原文で楽しめるようになることを目標とします。Mary Shelley の  Frankenstein (1818)を読みながら、作品理解に必要な英

語表現、文法などを身につけます。また、作品の書かれた時代や社会背景に関しても理解を深めます。 

 

The objective is to enjoy reading novels in English. Reading Mary Shelley's   Frankenstein (1818), students learn English 

expressions and grammar to understand the contents. Students also learn about the time and the society when this novel was 

written. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mary Shelley の  Frankensteinを読みます。ゴシック小説、または SF として、良く知られている作品ですが、まだ内容を知らない

方も楽しめるように解説していきます。物語の書かれた時代背景や、作者について説明し、映画も交えながら講義を行います。 

 

Students will read Mary Shelley's novel Frankenstein. This is well known as a Gothic novel or Sience Fiction, but in this lecture, 

the story and the  background are preciselydescribed with a movie, so that students who haven't read it yet.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 時代背景、作者、作品の概要 

3. Volume 1: Letter 

4. Volume 1: Chapter 1-3 

5. Volume 1: Chapter 4-6 

6. Volume 1: Chapter 7-8 & Review 

7. Volume 2: Chapter 1-3 

8. Volume 2: Chapter 4-6 

9. Volume 2: Chapter 7-8 

10. Volume 2: Chapter 9 & Review 

11. Volume 3: Chapter 1-3 

12. Volume 3: Chapter 4-6 

13. Volume 3: Chapter 7 & Review 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日読むことになっている部分の単語・熟語・構文は、必ず調べておくこと。テキスト内容で分からなかった部分を、授業内で解

決できるようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内活動(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業回数の 3 分の２以上出席していなければ、評価の対象になりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mary Shelley. 2003. Frankenstein. Penguin Books Ltd. (ISBN:978-0-141-43947-1) 

授業内で扱う抜粋部分は、Blackboard を使用します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL372／英語文献講読 ２ 

(Intensive English Reading 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

F・スコット・フィッツジェラルドの『夜はやさし』を読む(Reading F. Scott Fitzgerald's 

Tender Is the Night) 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2022 年度以降 廃止予定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

F・スコット・フィッツジェラルドの小説 Tender Is the Nightを取り上げる。本小説の精読を通して、読解の技術を向上し文学の意義
と可能性を考えながら、文学研究と解釈の方法を学んでいく。 

 

This course deals with F. Scott Fitzgerald’s novel Tender Is the Night (1934). Through intensive reading of the novel, students 

will learn literary study and interpretation methods while improving their reading skills and considering the significance and 

potential of literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『夜はやさし』は作者の妻ゼルダとの夫婦関係を反映し、人間の情愛の形成と破綻を描いている。本授業では、作者の分身的存

在であるディック・ダイヴァーの思考と振る舞いを検証しつつ、アメリカとヨーロッパの対比、資本主義と欲望、精神分析と愛といっ

た作品のテーマを考察する。初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てる。担当者は、あらすじ・語注・構文・質問をま

とめたレジュメを作成し、授業で発表する。発表に引き続き、コメンテイターがコメントをし、教員の解説をまじえながら、クラス全体

でディスカッションをする。 

 

Tender Is the Night reflects the author’s married life with Zelda, and describes the formation and collapse of human affections. 

Examining the thoughts and acts of the writer’s alter ego Dick Diver, this course will consider the novel’s themes, such as the 

contrast between America and Europe, capitalism and desire, and psychoanalysis and love. Students will be assigned presenting 

and commentating roles during the first class. Presenters will prepare handouts containing summaries, literature annotations, 

insights, and questions before presenting about these topics to the class. Commentators will offer comments of their own after 

presentations are over and will facilitate discussion while incorporating key explanations from the professor.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、作者の紹介、担当者確認 

2. Book 1 (1) 

3. Book 1 (2) 

4. Book 1 (3) 

5. Book 1 (4) 

6. Book 1 (5) 

7. Book 2 (1) 

8. Book 2 (2) 

9. Book 2 (3) 

10. Book 2 (4) 

11. Book 2 (5) 

12. Book 3 (1) 

13. Book 3 (2) 

14. Book 3 (3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語彙を調べながら精読する。授業内で出された問いをヒントに、人間と文化について考察を深めていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業参加度(20%)/発表(30%)/コメンテイター(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. F. Scott Fitzgerald. 2018. Tender Is the Night. The Penguin English Library (ISBN:9780241341483) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【本科目を履修するにあたっての基準点】TOEFL iBT76 点、TOEFL iTP（Level1）540 点、TOEIC（または TOEIC IP）700 点、

GTEC300 点、IELTS6.0 
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■AL373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL373／英語文献講読 ３ 

(Intensive English Reading 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際共通語としての英語：その未来の姿を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2022 年度以降 廃止予定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して専門的な語彙を含む英文を正しく理解するとともに批判的な視点を育むことを目標とする。 

 

The goal is for students to properly understand English texts including specialized vocabulary through careful reading of English 

literature, and to gain critical perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

David Crystal の English as a Global Language を読み、どのように英語が世界共通語としての地位を確立しようとしているのか、
その歴史的および社会的な要因について学ぶ。また英語の歴史を理解することで、現在大きく変化している世界における英語の

あり方についても考える。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Students will read David Crystal's English as a Global Language and learn some hitorical and social factors of how English is 

now establishing itself as a globally shared language. By understanding the history of English, students will consider the future of 

English in the world as it undergoes major changes. 

 

A class leader, selected each session, will prepare an outline with summaries of each paragraph, along with questions regarding 

grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方、評価方法について  

Why a global language?  

2. Why English? The historical context (1)   

3. Why English? The historical context (2)   

4. Why English? The historical context (3)   

5. Why English? The historical context (4)   

6. Why English? The cultural foundation (1) 

7. Why English? The cultural foundation (2) 

8. Why English? The cultural foundation (3) 

9. Why English? The cultural foundation (4) 

10. The future of global English (1)   

11. The future of global English (2)   

12. The future of global English (3)   

13. The future of global English (4)   

14. The future of global English (5)   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。  

 



 

 - 878 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2003. English as a Global Language. Cambridge UP (ISBN:978-1-107-61180-1) 

教科書については、初回の授業で詳しく説明する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL374／英語文献講読 ４ 

(Intensive English Reading 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguro  Never let me go を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2022 年度以降 廃止予定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro の長編 Never Let Me Go を読みます。この作品は映画化されているので映画を随時参照しながら読んでいきま
す。時間が許す限り映画と原作の比較も行いたいと考えています。この作品は非常に読み易い英語で書かれていますし内容も

良く知られています。まだ内容を知らない方ももちろん大歓迎です。多読、精読という難しい課題に挑戦しましょう。 

 

Students will read Kazuo Ishiguro's full-length novel Never Let Me Go. As this work has been made into a movie, the course will 

refer to the movie from time to time during the readings. As time permits, the course will compare the movie to the original 

work. The work is written in easily read English and its content is also well known. Persons who do not know the work are of 

course also welcome to participate. Join the class in this difficult task of extensive and careful reading. 

 

授業の内容（Course Contents） 

正確な読解力の養成が第一目標です。内容の共通理解を踏まえた議論を通じて作品理解を深めます。 

 

Developing reading skills is the primary goal of the course. Students will deepen their understandings of the work through 

discussion based on a shared understanding of the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１～2 章 

3. 第 3～4 章 

4. 第 5～7 章 

5. 第 8～10 章 

6. これまでのまとめと映画との比較（１） 

7. 第 11～１3 章 

8. 第１4～１6 章 

9. 第 17～19 章 

10. 第 20～21 章 

11. これまでのまとめと映画との比較（２） 

12. 第 22～23 章 

13. 全体のまとめとここまでに扱いきれなかった箇所があればそこを扱う 

14. まとめ、映画との比較（３）、レポート指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必須。必ず単語・熟語・構文は調べておくこと。テキスト内容の不明箇所を授業で確実に理解できるように努めて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/コメントカード兼出席票(20%) 

欠席回数が授業全体の 3 分の 1 を超えたものは、いかなる理由があっても単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL375／英語文献講読 ５ 

(Intensive English Reading 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ファッション」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文テクストの正確な理解に努め、英語の読解力を向上させる。テクストの内容について考察し、自分の意見を発信することを目

指す。 

 

Students will strive to accurately read English texts and to improve their English comprehension ability. Considering the content 

of the texts, students will advance their opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ファッション」を文化の一分野として捉え、その歴史・文化的背景を概説した入門書を読む。英文を精読しつつ、「ファッション」が

持つ特徴や問題について考え、議論する。グループでの発表やレポート準備のために、授業外での学習が必要な場合がある。 

 

Students will read introductory texts outlining the history and cultural backgrounds of "Fashion." Students will engage in careful 

reading of English, and will think about and discuss features and issues in "Fashion." Studies may be necessary to prepare for 

group presentations or short essays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Designers 

3. Designers 

4. Designers 

5. Designers 

6. Evolution of the couturier 

7. Evolution of the couturier 

8. Evolution of the couturier 

9. Evolution of the couturier 

10. Evolution of the ready-to-wear designer 

11. Evolution of the ready-to-wear designer 

12. Evolution of the ready-to-wear designer 

13. Evolution of the ready-to-wear designer 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で英文解釈を担当してもらうため、受講者全員の予習が必須。受講者の人数によって詳細を決めるが、授業内外でのグ

ループワークが課せられる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への貢献度(40%)/課題(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rebecca Arnold. 2009.  Fashion: A Very Short Introduction . Oxford University Press (ISBN:9780199547906) 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定 

 

注意事項（Notice） 
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■AL376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL376／英語文献講読 ６ 

(Intensive English Reading 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動物の権利に関する諸議論 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、複雑な文章を含むテキストを正確に読解しかつ、批判的な視点を育むことを目標とする。   

 

The goal is for students to correctly comprehend texts containing complicated sentences, and to nurture critical perspective, 

through careful reading of English literature.   

 

授業の内容（Course Contents） 

動物はキリスト教を信仰するヨーロッパの思想形成において大きな役割を果たしてきた。Andrew Linzey と Tom Regan によって編

集された Animals and Christianity: A Book of Reading を用いて、特に「動物の権利」についての見解が示されている文献を取り
上げ、これらの問題に対する多様な見解について学ぶ。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈、内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

Animals have long contributed to the formation of Christian thought in Europe. Using Animals and Christianity: A Book of 
Reading collected and edited by Andrew Linzey and Tom Regan, student will learn some perspectives on animal issues, 

particularly "the animal rights", by reading some major texts of theologians and philosophers.  

 

A class leader, selected in each session, will prepare a handout with summaries of each paragraph, along with questions 

regarding grammar and the interpretation/content of English texts. All participants will discuss the questions to deepen their 

understanding. 

 

Progress may vary with the situation of the class.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方・評価方法について 

The Bible: On the Right Treatment of Animals 

2. Albert Schweitzer: The Ethic of Reverence for Life 

3. Karl Barth: A Reply to Schweitzer 

4. St Thomas Aquinas: The Lawful Treatment of Animals (1) 

5. St Thomas Aquinas: The Lawful Treatment of Animals (2) 

6. Humphry Primatt: The Duty of Mercy (1) 

7. Humphry Primatt: The Duty of Mercy (1) 

8. Henry Davis: Animals Have No rights 

9. Andrew Linzey: The Theos-Rights of Animals (1) 

10. Andrew Linzey: The Theos-Rights of Animals (2) 

11. Richard Griffiths: A Critique of Animal Rights 

12. Tom Regan: A Reply to Griffiths 

13. Stephen R. L. Clark: Positive and Negative Rights 

14. 理解度を測るための授業内テスト  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。   

 



 

 - 883 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業で説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Andrew Linzey and Tom Regan. 1990. Animals and Christianity: A Book of Readings. Wipf and Stock (ISBN:9781556356889) 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

『日本聖書協会ホームページ』<<https://www.bible.or.jp/main.html>>  

 

注意事項（Notice） 
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■AL377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL377／英語文献講読 ７ 

(Intensive English Reading 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「五感」に関する英語の文章を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた散文（主に雑誌記事や評論）を幾つか丁寧に精読する。テーマは五感（視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚）、及び第六

感に関する内容を扱う。ジャーナリストや専門家によって書かれた良質な文章を選択し、英語の批評文献を読む基礎能力を養成

することが目的である。実践的な読解力を養うと同時に、英語の語彙を増やすことにも意識的に努める。 

 

This course aims to develop students' ability to read English articles through exploring the matter of the senses. The source of 

the articles widely ranges from general magazines to professional & technical journals, from a recipe book to a scientific article 

on applied mathematics. The course aims to improve students' reading comprehension by practicing close reading. Practicing 

the techniques of close reading will not only improve their comprehension but also constantly requires them to examine and 

develop their logical thinking and, furthermore, to expand the academic vocabulary.  

 

授業の内容（Course Contents） 

各感覚機能に関連した内容の文章を一つずつ読むが、まずは平易な英語で書かれた短い文章から読み始め、少しずつ難しい文

章へと進み進める。授業ではまずそれぞれの文章を正確に読むことに努める。主題や論旨を正確に把握することはもちろん、論

の展開予測、単語の類推などの基本的なリーディング・スキルも学習する。文章の出典は心理学、認知神経学、数理学の記事か

らビジネス、料理本など一般から専門まで多岐に渡る。追加資料や視聴教材も用意するので、個々の話題についてさらに考察を

深めてもらう。余裕があればディスカッションやプレゼンテーションを通して各自が問題追究を行う。さらに、イディオマティックかつ

アカデミックな語彙を確実に増やすことを目的として、定期的に単語と英語表現の小テストを行う。 

 

We will begin with reading a short essay written in plain English and pursue the development of the argument, thus checking 

some basic skills to grasp the subjects and the gist accurately. Then we will continue to read each text carefully that focuses 

on either of the senses. We will also answer some questions and quizzes related to the content of each text and further explore 

the topic through discussions and using some other resources provided to students. The course will conduct regular quizzes on 

English words and expressions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び 「触覚」に関する文章を読む 

2. 初回授業の続き 

3. 「嗅覚」に関する文章を読む 

4. 第 3 回授業の続き 

5. 「視覚」に関する文章を読む 

6. 第 5 回授業の続き 

7. 「聴覚」に関する文章を読む 

8. 第 7 回授業の続き 

9. 「味覚」に関する文章を読む 

10. 第 9 回授業の続き 

11. 「第六感」に関する文章を読む 

12. 第 11 回授業の続き 

13. 総括 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回必ず予習をしてくること。辞書を用いながら自分で理解できる限り文章を読んでくることが大事である。授業にも辞書を持って

くること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席率・授業参加度(20%)/小テスト(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視聴教材の視聴および小テスト(単語)の実施の際に対面授業を実施予定（全授業回のうち数回程度）であるが、履修者数および

履修者との相談によって対面の回数や方針を決定する。なお、初回授業については「立教時間」やメール等で事前に連絡する予

定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL378／英語文献講読 ８ 

(Intensive English Reading 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ映画に関するエッセイを読み、1970 年代後半以降のアメリカ社会について学

ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
小林 美文(KOBAYASHI MINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、英語で書かれたテクストを読解できるような英語力を身に付けること、及び、現代社会の現状について理解を深め、

自らの意見を持つことを目標とする。 

 

This discipline aims to equip students with the ability to comprehend texts written in English, to deepen their understanding of 

the current state of modern society, and to form their own opinions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ映画に関するエッセイが掲載された比較的平易な英文の教科書を使い、1970 年代以降のアメリカ社会について学ぶ。授

業では、難しい箇所・重要な箇所を全員で共有、英文の正確な把握を目指すと同時に、映画から発展するテーマについて話し合

う。 

 

Students will learn about American society after late 1970's using relatively plain English textbook incorporating essays on 

American movies. In the class, students will share difficult and important parts with the aim of accurately understanding the 

English text, and will discuss themes that develop from the movie.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバス説明、自己紹介など 

2. Unit 2 Frozen  アナと雪の女王 

3. Unit 3 Toy Story  トイ・ストーリー 

4. Unit 4 Harry Potter ハリー・ポッター 

5. Unit 5 The Lord of the Rings  ロード・オブ・ザ・リング 

6. Unit 6 Titanic  タイタニック  

7. Unit 7 Stand by Me  スタンド・バイ・ミー 

8. Unit 9 E.T.  E.T. 

9.  Unit 10  Back to the Future  バック・トゥ・ザ・フューチャー 

10. Unit 11 Forrest Gump フォレスト・ガンプ 

11. Unit 12 Die Hard ダイ・ハード  

12. 最終レポート アウトライン発表・検討 

13. Unit 14 Good Will Hunting  グッド・ウィル・ハンティング 

14. Unit 15 The Devil Wears Prada プラダを着た悪魔 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(30%)/レスポンスペーパー、最終レポート準備の課題(35%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

14 回の授業のうち 5 回以上欠席した場合、単位を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Joseph Tabolt, 森永弘司、2017、『Our Time, Our Lives, Our Movies 映画で読むわたしたちの時代と社会』、金星堂 

(ISBN:978-4-7647-4044-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

14 回の授業のうち、第 1 回（9/21)のみ対面で実施し、第 2 回～第 14 回についてはオンラインで実施予定。オンライン授業は
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Zoomを使用したライブ参加型で行う。授業では発表やディスカッションなどを行うので、積極的な受講態度が期待される。 

 

資料の配布、課題の提出、告知などに、Blackboard, Google Classroom を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japan in Asian Context 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Development of Modern Culture in Japan 

担当者名 

（Instructor） 
キヴァニー(KEAVENEY CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

• Become familiar with Japanese postwar popular culture. 

• Become familiar with the discourse surrounding Orientalism and its role in culture formation in East Asia. 

• Explore the idea of cultural influence and the dynamics of cultural exchange between Japan and its neighbors with a focus on 

the Republic of Korea, China PRC, Hong Kong, and China Taipei.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will examine the process by which Japan created a non-Western modern society and culture in response to 

and often in opposition to Western models. We will also examine cultural exchange between Japan and its East Asian 

neighboring nations, each of which developed socially and culturally in reaction to Western models but also as a response to the 

Japanese model of modernization.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Modernity, Culture, and Nation-Building  

2. Orientalism and Nihonjinron  

3. Traditional Cultural Relations in East Asia  

4. Meiji Japan and the Development of Modern Culture: Japanese students abroad 

5. Taisho Democracy, Prewar Culture, and Asian students in Japan 

6.  Modernization and Modernism in Prewar China and Korea 

7. Japanese Militarism, Imperialism, Nihonjinron, and the War 

8. Postwar Japan; the Occupation Period and Culture 

9. Postwar Japanese Literature: Japanese Literature as World Literature 

10. Postwar Japanese Cinema comes of Age; Cinematic Traditions in South Korea and China  

11. Emergence of Manga and Anime 

12. J-Pop and J-Rock and Popular Music in East Asia 

13. Contemporary East Asian Culture: Cultural Relations and Exchange 

14. Student Cross-Cultural Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will need to come to class ready to contribute having read the outside readings for the week. Students will need to 

submit their weekly response to the readings via the discussion tool on Blackboard. Additionally, students will need to prepare 

presentations and write the formal paper outside of class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/Class participation including group discussions and reading checks(30%)/Weekly Reading 

responses submitted via Blackboard(30%)/In-class Presentations(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Atkins, E. Taylor. 2018. A History of Popular Culture in Japan. Bloomsbury Academic (ISBN:9781474258531) 

Students are not required to purchase the textbook. Students will be supplied with the required readings on the Blackboard 

course site. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

• The Blackboard course delivery system will be used extensively for sharing course readings and submission of student work. 

• Small group and pair discussion will be a regular feature of this course and will complement lectures accompanied by 
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Powerpoint slideshows. 

• Late work will only be accepted in the case of an excused absence. Please refer to university policies to determine what 

qualifies as an acceptable excuse according to the university. Additionally, if you know you will be absent when an assignment is 

due, you must make arrangements with me to submit your assignment before the due date.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Traditional Arts in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Visual Culture in the Global Context 

担当者名 

（Instructor） 
高松 麻里(TAKAMATSU MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Through reading Okakura Kakuzo’s The Ideals of the East (1903), this course aims to familiarize students with artworks, artistic 

mediums, and the historical development of Japanese visual culture to critically interpret these in terms of both similarities and 

differences with the productions of other visual cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese visual culture has been formed through ceaseless negotiations with foreign ideas, technology, and artistic creations. 

More than one hundred years ago, Okakura Kakuzō (Tenshin) accurately elucidated these essential features of Japanese art in 

his epoch-making book The Ideals of the East, published in 1903. Using this Okakura's text as a guide, this course will trace the 

chronology of Japanese visual culture over time, paying attention to the global context of its creation.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is “Japanese Art” or “Japanese Visual Culture”?    

2. “The Range of Ideals”  

3.  “The Primitive Art of Japan” 

4. “Confucianism--Northern China”    

5. “Laoism and Taoism--Southern China”  

6.  “Buddhism and Indian Art”   

7. The Asuka Period: 550 to 700 A.D.   

8. The Nara Period: 700 to 800 A.D.   

9. The Heian Period: 800 to 900 A.D.  

10. The Fujiwara Period: 900 to 1200 A.D.   

11. The Kamakura Period: 1200-1400 A.D.   

12. Ashikaga Period: 1400-1600 A.D.   

13. Final Presentation: Toyotomi and Early Tokugawa Period: 1600-1700 A.D. 

14. Final Presentation: Later Tokugawa Period: 1700-1850 A.D. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Every week, one chapter from the Ideals of the East will be assigned to read. Students are required to submit a quote of the 

reading prior to the class meeting. Students also need to submit a reaction to the class afterward.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

weekly reaction note(70%)/最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Okakura Kakuzo, The Ideals of the East with Special Reference to the Arts of Japan (1903) 

(Free text is available online) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Okakura Kakuzo, The Ideals of the East with Special Reference to the Arts of Japan (1903) 

PDF version: https://www.globalgreyebooks.com/ideals-of-the-east-ebook.html 

Online text: http://www.sacred-texts.com/shi/ioe/index.htm 

 

注意事項（Notice） 
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■AL393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Postmodern Turn in Japanese Arts 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernity in Japanese Visual Culture 

担当者名 

（Instructor） 
高松 麻里(TAKAMATSU MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The course aims to familiarize students with artworks, artistic mediums, and the historical development of Japanese visual 

culture after 1868 to critically interpret these in terms of both similarities and differences with the productions of other visual 

cultures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Japanese visual culture significantly transformed after the nation officially opened its ports to the West in 1853. The influx of 

Western concepts of “fine arts” and establishing essential institutions, such as art exhibitions, art galleries, art schools, and the 

academic study of art history, redefined and forged a new identity for those who create artworks. Focusing on various “artists” 

who engaged in the artistic enterprise in this ever-changing age of modernization, this course traces such artists’ challenges 

through examining their work. In addition, students are required to submit a short reaction note about the reading and class 

every week. In addition, students will present a work of Japanese art based on their research at a museum in Tokyo.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is “Visual Culture”? 

2. Analysis of Fujishima Takeji Orientalism (1924): 藤島武二《東洋振り》1924 

3. Japanese History 101 

Reading: Penelope Mason, “Preface” and “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition 

(Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 8-11 and 343-346.  

4. Bunjinga, Zenga, and Haiga: Tomioka Tessai 富岡鉄斎 (1837-1924) 

Reading: Penelope Mason, “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition (Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 361-363. 

5. Nihonga 01: Nihonga: Japanese-style Painting: Kano Hogai 狩野芳崖 (1828-1888) and Hashimoto Gahō 橋本雅邦 (1835-

1908)  

Reading: Penelope Mason, “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition (Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 363-368. 

6. Nihonga 02: Yokoyama Taikan 横山大観 (1868-1958)/ Hishida Shunsho 菱田春草 (1874-1911) 

7. Nihonga 03: Kyoto Tradition: Takeuchi Seiho 竹内栖鳳 (1864-1942) 

Reading: Penelope Mason, “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition (Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 369-370. 

8. Nihonga 04: Kaburagi Kiyokata 鏑木清方 (1878-1972) 

9. Mid-term Presentation 

10. Yōga 01: Yōga: Western-style Painting: The trailblazer, Takahashi Yuichi 高橋由一 (1828-1894) 

Reading: Penelope Mason, “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition (Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 370-374. 

11. Yōga 02: Yamamoto Hosui 山本芳翠 (1850-1906) and Harada Naojirō 原田直次郎 (1863-1899) 

12. Yōga 03: Kuroda Seiki 黒田清輝 (1866-1924) and Asai Chū 浅井忠 (1856-1907) 

13. Yōga 04: Kishida Ryusei 岸田劉生 (1891-1929) and Hayami Gyoshu 速水御舟 (1894-1935) 

Reading: Penelope Mason, “Chapter 7: Forging a New Identity” in History of Japanese Art, 2nd edition (Upper Saddle 

River, N.J.: Prentice Hall, 2004), 374-379. 

14. Final Presentation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each session will consist of a lecture followed by a class discussion. One or two readings will be assigned every week and they 

are expected to be completed before each class meeting. Students are required to submit a short reaction note about the 

reading and class every week.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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In class note(70%)/最終テスト(Final Test)(15%)/最終レポート(Final Report)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

One or two required readings will be assigned every week via photocopies.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

For your final presentation, you need to go to a museum in Tokyo.  

 

注意事項（Notice） 
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■AL394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Development of Gender Studies 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Performing Femininities Onscreen 

担当者名 

（Instructor） 
タパス,М.(TAPAS MARIA J.R.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

- Critically analyze the ways femininity is framed and performed in Japanese films, with attention to cinematic style and 

content, as well as to the socio-historical circumstances that inform them 

- Become familiar with critical approaches to gender, and inquire what the variety and performance of different femininities can 

reveal about, among other things, media production and reception, social and regional politics 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines several different ways that femininity has been presented or performed in Japanese films.  By paying 

close attention to the ways that these femininities have been conceptualized, established, and received, we will explore key 

questions such as: what kinds of bodies or lifestyles are attached to these femininities?  What social and historical factors 

have contributed to their development over time?  What might such variety and changes mean for our broader understanding of 

gender?  How does a film or genre’s presentation of certain types of femininity define the ways that media, and more broadly, 

the ways things marked “feminine,” are received by the general public?  We will begin by looking at critical frameworks for 

thinking through “performance” and “femininity,” with particular attention to the multiple definitions and possibilities that each 

term yields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Thinking through “Performance” and “Femininity” 

3. Going My Way? The Modern Girl and the Trappings of Convention 

4. “A Dream Night”: Perfecting the Exotic, Feminine Other 

5. One for All: Femininity, Pathos, and Memory 

6. In the Fast Lane: Re-Figuring Femininity for a New Generation 

7. Theatre of “Femininities”: Boundary-Crossings in Performance and Parody 

8. In Full Bloom: Coding Gendered Behaviour, Desires, and Fantasies 

9. An Avenging Spirit: The Femme Fatale and the Re-Working of Genre 

10. “Feels So Good!”: Reproducing Personas in Post-Modern Pulp 

11. Projecting Privately: Performing Ideology and Personal Confessions 

12. In One’s Own Skin: Identity, Belonging, and Sartorial Subcultures  

13. A Pound of Flesh: Bargaining with Beauty Standards and Bodily Autonomy 

14. Conclusions & Student Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to come to class having completed the assigned viewings and readings for the week, prepared to discuss 

them.  Students will also be required to submit weekly responses to the weekly materials on the course’s discussion board. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(30%)/Weekly Responses(30%)/In-Class Presentations(15%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Course materials will be made available through the course website. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

- Class attendance is mandatory.  If you know you will be absent, especially on a day that assignments are due, please be sure 

to notify and make arrangements with the instructor in advance. 
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- Students are expected to submit all assignments on time.  Late work will only be accepted through prior discussion with and 

permission from the instructor. 

 

注意事項（Notice） 
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■AL395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Intellectual History of Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Alternative and Competing Narratives of Modern Japanese History 

担当者名 

（Instructor） 
スタニスロース(STANISLAUS WARREN A.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are threefold. First students will gain an understanding of the major themes in modern Japanese 

history and the historiography of modern Japan. Next, students will critically engage with primary and secondary sources on 

modern Japanese history. In particular, students will be exposed to and utilise diverse materials such as newspapers, popular 

literature, woodblock prints and more, in order to identify alternative and competing narratives. Finally, as an outcome of this 

course, students will gain an understanding of the importance of public engagement and produce a research-based digital 

humanities project.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This course examines the cultural and intellectual life of nineteenth and twentieth-century Japan. In particular, this class will 

employ a transnational approach to place Japan within a wider regional and global context. Furthermore, we will be examining 

histories from above, below and on the peripheries in order to uncover alternative and competing narratives of modern 

Japanese history. As a result of employing this approach, students will gain an introduction to major themes in the 

historiography of modern Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Humour and Play in Edo Japan 

2. Humour and Play in Edo Japan 

3. Meiji Japan and Bunmei Kaika  

4. Meiji Japan and Bunmei Kaika  

5. Images and Encounters in 19th Century Japan  

6. Images and Encounters in 19th Century Japan  

7. Race in 19th Century Japan  

8. Race in 19th Century Japan  

9. Afro-Asian Encounters in the 19th Century and Early 20th Century  

10. Afro-Asian Encounters in the 19th Century and Early 20th Century  

11. The West & the East in Early 20th Century Japan  

12. The West & the East in Early 20th Century Japan  

13. Race and War in the 20th Century 

14. Race and War in the 20th Century 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete the weekly readings and write response papers. Students should come to class prepared to 

discuss the readings. Students will produce one final digital humanities project on a subject of their choice based on the lecture 

content.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Response Papers(30%)/Class Participation(30%) 

Attendance is compulsory and required to pass the class; Further details of the course will be made available on Blackboard 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings and handouts will be provided by the instructor during the classes. 

 

参考文献（Readings） 

Readings and handouts will be provided by the instructor during the classes. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL396 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Christianity in Japan 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literary, Theological, and Critical Perspectives 

担当者名 

（Instructor） 
シュウェマー(SCHWEMMER PATRICK R.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will gain knowledge of historical events, literary texts, and critical issues related to Christianity in Japan, from the 

sixteenth-century mission to the modern day. Class lectures, weekly short response posts, and a short research paper at the 

end of term will develop related academic skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each class session will be centered on a reading selection (in English, with Japanese originals also available in some cases), and 

students will submit short responses (one paragraph) on BlackBoard. Lectures will discuss each reading, in dialogue with 

students' response essays. One short final paper (1000 words) on a topic of interest from the class is due at the end of term. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. European mission documents 

2. Japanese mission documents 

3. The Tenshō Embassy in Tuscany 

4. Fucan Fabian for and against 

5. A Deceit Disclosed 

6. Bateren-ki 

7. Suzuki Shōsan: A Buddhist Critique 

8. Hayashi Razan: A Confucian Critique 

9. Kakure Kirishitan: The Beginning of Heaven and Earth 

10. Christianity and the birth of State Shinto: the search for a national doctrine 

11. Christianity and Gender: new marriage relations among Meiji Protestants 

12. Christianity in Japanese colonialism: the YMCA in Manchuria 

13. Christianity in the American occupation: MacArthur and the missionaries 

14. Christianity in modern Japanese literature: interiority and confession 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will read each week's assigned reading and submit a short (one paragraph) response essay either on the online class 

bulletin board or by email. A short (2000 words) final paper in English is due at the end of term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Class Participation(30%)/Short Responses(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed on Blackboard. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL397 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Literature in the World 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Navigating Space and Language in Modern Japanese Literature 

担当者名 

（Instructor） 
タパス，Ｍ．(TAPAS MARIA J.R.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

- Learn critical approaches to literature, not only in terms of style or thematics, but also as both a product of and response to 

socio-historical developments 

- Use concepts of space and language as lenses for analyzing how “modern Japanese literature,” along with its constituent 

terms, has been defined and challenged 

- Situate literature in global movements of people, technologies, and culture, and trace the mutually impacting ties between 

Japanese literature and the world 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course uses space and language – as theoretical concepts, as literary themes or motifs, as physical aspects – to explore 

key questions about modern Japanese literature and its relationships with the world.  How, for example, does the use of certain 

languages create or challenge spaces of readership for Japanese literature, both domestically and abroad?  How does the 

representation or use of space(s), both within Japan and without, inform our understanding of what constitutes modern 

Japanese literature?  What can conceptualizations of “modern Japanese literature,” as shaped by space and language, tell us 

not only about Japanese socio-cultural history, but also about more general conditions of cultural production, translation, and 

reception?  In tackling these questions, we will consider the many different ways that people encounter Japanese literature, 

and how such encounters can impact our ideas about a national, literary canon. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Mori Ōgai and the Issue of Modern Literature 

3. Sentiment and Self-Definition in the Modern Cityscape 

4. There and Back Again: Traversing Spaces with Miyazawa Kenji 

5. Tanizaki Jun’ichirō and the Aesthetics of Modernity 

6. "Avant-Garde Allegories" with Abe Kōbō 

7. A Place of Her Own: Politics and Satire in Post-Modern Literature 

8. Up Close and Personal: Yoshimoto Banana and “Commodity Fiction” 

9. Transmedia Storytelling and Global Flows of Culture 

10. New Scripts and Platforms: The Author and Literature in the Digital Age 

11. Kawakami Mieko and New Languages for Contemporary Life 

12. “This Japan of Mine”: Japanese Literature in the Age of English 

13. Journeys between Languages: Tawada Yōko and A Dream of Multilingual Poetry 

14. Conclusions & Student Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to come to class having completed the assigned readings for the week, and prepared to discuss them.  

Students will also be required to submit weekly responses to the readings on the course’s discussion board. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(30%)/Weekly responses(30%)/In-class presentations(15%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Course readings will be made available through the course website. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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- Class attendance is mandatory.  If you know you will be absent, especially on a day that assignments are due, please be sure 

to notify and make arrangements with the instructor in advance. 

- Students are expected to submit all assignments on time.  Late work will only be accepted through prior discussion with and 

permission from the instructor. 

 

注意事項（Notice） 
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■AL398 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Rethinking European Literatures 

担当者名 

（Instructor） 
セイヤーズ(SAYERS BRIAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 10 名 GLAP併置科目（英語による授業） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In this course students will study a modern novel, a play and a selection of poetry by each of three ‘European’ writers.  The 

demands of this course will enhance students' ability to analyze and discuss the key issues dealt with in the texts studied.  

Students are required to complete assigned readings and prepare answers to discussion questions in note form before coming 

to class. They will also write an essay of 1,200-1,500 words on one of the writers studied on the course.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The writings of each of the authors on this course reflect some of the pivotal issues which dominated the culture and society in 

which they lived.  Many of these issues continue to have relevance in our own time.  During the lifetime of the Norwegian 

playwright Henrik Ibsen, a new social class was on the rise as a result of the Industrial Revolution. This upward-moving middle 

class are often referred to as the bourgeoisie.  In his play A Doll`s House (1879) Ibsen sought to expose the social hypocrisy 

of bourgeoisie respectability.  The Irish poet W.B. Yeats`s "The Second Coming" (1920) was written in the aftermath of World 

War I, which destroyed societal norms and cultural values of the prewar era and opened a path for art that offered new ways of 

interpreting the world.  "The Second Coming" is an example of a modernist poem built around concepts of disillusionment with 

contemporary culture and society.  The novel in this course, George Orwell`s Nineteen Eighty Four (1949), is a satire of 

totalitarian governments - such as Joseph Stalin's rule over the Soviet Union - and a warning of what might happen if any 

government was allowed to be in complete control of its people. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of syllabus; Henrik Ibsen, A Doll`s House (1879) author biography  

2. Henrik Ibsen, A Doll`s House (1879) context; Act 1 discussion questions 

3. Henrik Ibsen, A Doll`s House (1879) characters; Act 2 discussion questions 

4. Henrik Ibsen, A Doll`s House (1879) themes; Act 3 discussion questions  

5. Introduction to the life and poetry of W. B. Yeats  

6. W. B. Yeats “September 1913” (1913) context, themes and symbols 

7. W. B. Yeats “Easter, 1916” (1916) context, themes and symbols 

8. W. B. Yeats “The Second Coming” (1920) context, themes and symbols 

9. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949) author biography; Book I, Chapters 1-4 discussion questions 

10. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949) context; Book I, Chapters 5-8 discussion questions 

11. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949) characters, Book II; Chapters 1-4 Act 2 discussion questions 

12. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949) themes, Book II, Chapters 5-8 discussion questions 

13. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949) symbols, Book II, Chapters 9-10 and Book III, Chapters 1-2 discussion 

questions 

14. George Orwell, Nineteen Eighty Four (1949), Book III, Chapters 3-6 discussion questions 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete the assigned readings and write answers to discussion questions in note form before class.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

essay(40%)/exercises(30%)/class discussions(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Henrik Ibsen. 2020. A Doll`s House</>. Bloomsbury Methuen Drama (ISBN:978-1350116788) 
2. George Orwell. 2019. Nineteen Eighty-Four</>. Penguin Classics (ISBN:978-0241416419) 
3. edited by A. Norman Jeffare. 1989. Yeats’s Poems. Palgrave Macmillan (ISBN:978-0333510612) 

 

参考文献（Readings） 

Students will receive information about essential reading for this course at the first session. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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Classes will be held in both lecture and seminar style.  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 902 - 

■AL411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL411／宗教思想 １ 

(Religious Thought 1) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程履修者専用 科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の我々の「知」の大枠を決定した近代西欧思想の中で、キリスト教の神がどのように理解されているかを知る。受講者がそれ

らの思想に直接触れ、宗教について自分自身で考える。 

 

Students will learn how the Christian God is understood in modern Western European thought, that which has determined the 

general framework of our intellect today. Course takers will make direct contact with that thought, and will think about religion 

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１７世紀から１９世紀までの西欧の思想家を原則として１回に一人ずつ取り上げ、その宗教理解を中心に紹介する。 

 

In general, each session will take up one Western European thinker at a time from the 17th to the 19th century, and will 

primarily introduce the individual's religious understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代科学とキリスト教 

3. デカルト：理性の根拠としての神 

4. スピノザ：永遠の相のもとに 

5. パスカル：理性と信仰 

6. ロック：経験と信仰 

7. カント：理性の限界と神の要請 

8. シュライアマッハー：聖なるものの感情 

9. ヘーゲル：歴史を導く神 

10. フォイエルバッハ：投影としての神 

11. マルクス：イデオロギーとしての宗教 

12. ニーチェ：神の死 

13. キルケゴール：実存と信仰 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポート試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問

題 B（論述式）で行う。問題 B については、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成し

ておく。講義を漫然と聞くのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面授業を予定しているが、感染状況によっては、オンライン授業を取り入れていく可能性ある。その際は「立教時間」

や「Blackboard」、およびオンライン会議（Meet）などを利用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL412／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程履修者専用 科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、宗教について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

Course takers will have the opportunity to experience contemporary philosophy and think about religion on their own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

In a modern age that has been called "a Godless age," how have Western thinkers approached questions of religion and faith? 

The course will take up and introduce several thinkers from the 20th century and later, focusing on their religious ideas. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー１：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー２：存在の神秘 

5. レヴィナス：他者としての神 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール１：象徴は思考を促す 

13. リクール２：宗教批判を超えて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

筆記試験は、授業の基本的な内容を問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題

B（論述式）で行う。問題 Bについては、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成してお

く。授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

成績評価については、最初の授業で詳しく説明するので必ず出席のこと。<BR>期末のレポート試験は、授業の基本的な内容を

問う問題 A（選択式）と毎回の授業でポイントとなる問いに対する問いに文章で答える問題 B（論述式）で行う。問題 B について

は、毎回の授業で問いが設定されるので、授業後に各自この問いに対する答えを作成しておく。授業に漫然と出席するのではな

く、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求める。 詳しくは説明プリントを配布し、授業内でも説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面授業を予定しているが、感染状況によっては、オンライン授業を取り入れていく可能性ある。その際は「立教時間」

や「Blackboard」、およびオンライン会議（Meet）などを利用する。 
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注意事項（Notice） 
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■AL413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL413／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バイオエシックスとは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
教職課程履修者専用 科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、 

（１）バイオエシックスの基礎的な理論と原理を学ぶこと 

（2）バイオエシックスの普及状況を把握すること 

 

The goals of this course are to 

(1)Obtain  the basic knowledge about the basic concepts and principles of bioethics 

(2)Understand the spread of bioethics.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、バイオエシックスの諸問題を学びます。最初にバイオエシックスの始まりについて学びます。 

脳死臓器移植、安楽死と尊厳死、延命治療、生殖技術、出生前診断、性的マイノリティの問題などを学び 

ます。 

最終的には、日本と欧米のバイオエシックスの相違を理解します。 

 

This course deals with Bioethics issues. 

This course introduces the beginning of bioethics. 

This course introduces Brain death, Organ transplantation, Euthanasia and Death with dignity  

Life-sustaining treatment, Reproductive technology ,Prenatal diagnosis, sexual minority, etc. 

At the end of course are to understand the differences in bioethics between Japan and Western. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. バイオエシックスの成立とその意義について 

2. 脳死と臓器移植について 

3. グループ討論と全体討論 

4. 安楽死と尊厳死について 

5. 安楽死の合法化についての世界の状況 

6. 延命治療の是非について 

7. グループ討論と全体討論 

8. 生殖補助医療の問題 

9. グループ討論と全体討論 

10. 出生前診断の問題点について 

11. グループ討論と全体討論 

12. LGBT（性的マイノリティ）の問題について 

13. グループ討論と全体討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

立教時間、Blackboardでいろいろな指示を出しますので、それに従って各自で予習や復習を行なってください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（複数回)の内容(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/グループ討論の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. アルバート・R・ジョンセン 細見博志訳、2009 年、『生命倫理学の誕生』、勁草書房 (ISBN978-4-326-10189-4 C3012) 



 

 - 906 - 

2. トム・L・ビーチャム ジェイムズ・F・チルドレス 永安幸正/立木教夫監訳、1997 年、『生命医学倫理』、成文堂 (ISBN4-7923-

6064-1 C3012) 

必要に応じて、その都度豊富な文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定 

 

注意事項（Notice） 
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■AL524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ケンブリッジ・サマープログラム 

(Rikkyo-Emmanuel Summer Program) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Learning, Difference and Crisis 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 喜之(KATO YOSHIYUKI) 

マガーワン(MAGOWAN HELEN LOUISE) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の事前指導ののち、夏休みの 2 週間に英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジとのオンライン・オンデマンド形式で、

具体的なテーマに従ったケンブリッジ式の学習の中で学ぶ。履修に際しては、約 5 万円の参加費用が必要となる。（2021.4.20変

更） 

 

【変更前】春学期の事前指導ののち、夏休みの 2 週間に英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジにて、具体的なテーマに従

ったケンブリッジ式の学習のなかで学ぶ。履修に際しては、約 50 万円（オンラインの場合は、約 5 万円）の参加費用が必要とな

る。 

 

This course enables students to learn humanities with the staff at Emmanuel College, University of Cambridge, for two weeks 

during the summer vacation. In 2021, the course will be held online. 

 The course is conducted by the Cambridge learning style consisting in lectures, tutoring, and writing. Before these two weeks, 

the course also provides preliminary seminar sessions during the spring semester. 

In addition to the regular tuition, a participation fee of about 50,000 yen is required.（2021.4.20 変更） 

 

【変更前】This course enables students to learn humanities at Emmanuel College, University of Cambridge, for two weeks during 

the summer vacation. The course is conducted by the Cambridge learning style consisting in lectures, tutoring, and writing. 

Before these two weeks, the course also provides preliminary seminar sessions during the spring semester. 

In addition to the regular tuition, a participation fee of about 500,000 yen (for online, about 50,000 yen) is required. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目は、1584 年に創立され、ケンブリッジ大学においても屈指の伝統を誇るエマニュエル・カレッジで人文学思想の伝統と歴

史的展開、現時点の問題と未来への展望を学ぶ短期研修プログラムである。10 日間のケンブリッジ大学エマニュエルカレッジと

のオンライン・オンデマンド授業はカレッジのスタッフが行い、同じくケンブリッジで日本学を専攻する現役学生がともに受講する。 

 派遣に先立つ春学期に、エマニュエル・カレッジの教員と協同作成したカリキュラムに基づいた事前授業を行い、ケンブリッジ大

学との授業の素地を築く。先方大学とのオンライン・オンデマンド授業は、講義、ケンブリッジ方式の個人指導に基づく独立学習、

セミナー、グループワーク、共同執筆論文の提出により組み立てられる。今年度のテーマは「危機の中で違いを学ぶ」である。 

 また、秋学期には、先方大学との学習成果に基づいた最終発表会を行う。（2021.4.20 変更） 

 

【変更前】 本科目は、1584 年に創立され、ケンブリッジ大学においても屈指の伝統を誇るエマニュエル・カレッジで、人文学思想

の伝統と歴史的展開、現時点の問題と未来への展望を学ぶ短期研修プログラムである。12 日間の現地講座はカレッジの専任ス

タッフが行い、同じくケンブリッジで日本学を専攻する現役学生がともに受講する。 

 派遣に先立つ春学期に、エマニュエル・カレッジの教員と協同作成したカリキュラムに基づいた事前授業を行い、現地研修の素

地を築く。現地学習は、講義、ケンブリッジ方式の個人指導に基づく独立学習、セミナー、グループワーク、共同執筆論文の提出

により組み立てられる。今年度のテーマは「危機のなかで違いを学ぶ」である。 

 また、帰国後の秋学期には、留学中の成果に基づいた最終発表会を行う。 

 

This course is a short-term academic program to study the tradition, current trends, and future perspectives of the humanities 

with the staff at Emmanuel College founded in 1584 as a part of the University of Cambridge. The 10-day online programme 

during the summer vacation is supervised by the college’s staffs, and the programme will also be attended by the college’s 

current students majoring in Japanese studies. 

 In the spring semester, students participate in a preliminary programme developed in collaboration with faculty members of 

Emmanuel College, through which they prepare for the online programme with Cambridge staff and students. The online 

programme consists of lectures, independent learning based on Cambridge-style tutoring, seminars, group work, and the 

submission of academic papers. The theme this year is “Learning, Difference and Crisis.” And the reading material will be 

assigned accordingly. 

 In the fall semester, the participants will do presentations based on their learning experience through the online programme 

with Cambridge staff and students.（2021.4.20 変更） 

 



 

 - 908 - 

【変更前】This course is a short-term academic program to study the tradition, current trends, and future perspectives of the 

humanities at the prestigious Emmanuel College founded in 1584 as a part of the University of Cambridge. The 12-day on-site 

study programme is supervised by the college's full-time staffs, and the programme will also be attended by the college's 

current students majoring in Japanese studies. 

 In the spring semester, students learn a preliminary programme elaborated in collaboration with faculty members of Emanuel 

College, in which they prepare for the on-site study programme. The on-site programme consists of lectures, independent 

learning based on Cambridge-style tutoring, seminars, group work, and the submission of academic papers. The theme this year 

is "Learning, Difference and Crisis." And the reading material will be assigned accordingly. 

 In the fall semester after returning to Japan, the participants will do presentations based on their learning experience in 

Cambridge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前授業 (1)（2021.4.20 変更） 

【変更前】【未定】ガイダンス 

2. 事前授業 (2)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (1) 

3. 事前授業 (3)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (2) 

4. 事前授業 (4)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (3) 

5. 事前授業 (5)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (4) 

6. 事前授業 (6)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (5) 

7. 事前授業 (7)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (6) 

8. 事前授業 (8)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (7) 

9. 事前授業 (9)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (8) 

10. 事前授業 (10)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (9) 

11. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(1)(2)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (10) 

12. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(3)(4)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (11) 

13. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(5)(6)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (12) 

14. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(7)(8)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事前授業 (13) 

15. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(9)(10)（2021.4.20 変更） 

【変更前】出発 

16. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(11)(12)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (1) 

17. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(13)(14)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (2) 

18. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(15)(16)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (3) 

19. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(17)(18)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (4) 

20. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(19)(20)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (5) 

21. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(21)(22)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (6) 

22. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(23)(24)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (7) 

23. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(25)(26)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (8) 

24. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(27)(28)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (9) 

25. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(29)（2021.4.20 変更） 

【変更前】現地授業 (10) 

26. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(30)（2021.4.20 変更） 
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【変更前】帰国  

27. ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業(31)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事後授業 (1) 

28. 事後授業 (1)（2021.4.20 変更） 

【変更前】事後授業 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前授業で毎週課されるアサインメントのほか、ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジとのオンライン・オンデマンド授業では特

に、ケンブリッジの教育で重視される自主的な独立学修を、個人指導スタッフの監督を受けつつ行うことが必須となる。（2021.4.20

変更） 

【変更前】事前授業で毎週課されるアサインメントのほか、現地授業では特に、ケンブリッジの教育で重視される自主的な独立学

修を、個人指導教員の監督を受けつつ行うことが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前授業のパフォーマンス(30%)/ケンブリッジ大学とのオンライン・オンデマンド授業のパフォーマンス(50%)/最終レポート(Final 

Report)(20%) 

（2021.4.20 変更）【変更前】事前授業のパフォーマンス(30%) 、現地授業のパフォーマンス(50%) 、最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

本プログラムで使用するテクストについては、教員が用意し、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、適宜授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ａ 

(Introductory Seminars B1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語文学の初歩 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

毎週一回で読み切れる分量の英語文学をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わ

うことを目標とし、同時に英語読解力の向上も図る。  

 

This course aims to introduce students to literary works in English, which can be read through in a week, provide opportunities 

to experience the joy of critical debate through careful reading of each famous literary work and improve their ability to read 

and comprehend English texts as well. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた文学作品（イギリスの短篇や詩）を毎回一つずつ予め読んできて教室で議論する。授業では、二つの担当グルー

プを予め決めて、レジュメを用意してもらい、作者、粗筋、難解箇所、主題、感想などについて発表し、他方がそれに対して必ず何

らかのコメントをするという形で全員参加の活発な議論の糸口を作ってもらう。また、課題図書としてイギリスの長篇作品の翻訳

（小説か戯曲）を一つ指定して、6 月の期日までにレポートを提出してもらい、それに基づいて討論を行なう。各回に扱う作家と作

品、指定長篇作品とそのレポート提出期日を明示した授業計画表を最初の授業で配布する。 

 

Students will read a shorter literary work written in English (from short stories and poems) every week and discuss it with other 

participants. They will be divided into two groups in class. The first group will prepare and present a handout introducing its 

author and historical background, plot, subject and showing their interpretation of difficult passages and each student's 

impressions, etc. The other group will be also required to prepare their version of handout and offer commentary on each of the 

aspects of the first group's presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides opportunity for 

active participation from every student. In addition, the students will read a designated longer English literary work (a novel or a 

play) translated into Japanese and submit their book report by a fixed date in June and will discuss it in class. Details about the 

shorter works to be read each week, the designated longer work and the deadline for the submission of its book report will be 

provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介と助走 1 

2. 助走 2 

3. 助走 3 

4. 初歩の読解 1 

5. 初歩の読解 2 

6. 初歩の読解 3 

7. 中級の読解 1 

8. 中級の読解 2 

9. 中級の読解 3、長篇課題図書レポートの提出 

10. 長篇課題図書についての自由討論 

11. 高度の読解 1 

12. 高度の読解 2 

13. 高度の読解 3 

14. まとめ、期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

イギリス文学作品を、何か一つ（長さは問わない）読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と発表(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 
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テキスト（Textbooks） 

授業で扱う作品は立教時間に、各回の資料は Google ドライブに PDF版をアップロード。中間レポートの課題中長篇作品（イギリ

ス文学の翻訳）については受講者と相談の上決定するが、文庫で簡単に入手できるものを選ぶ。 

 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。中間・期末レポートでウ

ェブサイトなどからの盗用を行なうとその時点で単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｂ 

(Introductory Seminars B1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀アメリカ文学 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の短編を精読し、アメリカの文化や歴史についても学びます。 

細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。 

 

In this class, we will read American short stories written in the 20th century, and also learn American history and culture. 

The students are encouraged to read the texts very carefully, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

close reading. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各週の担当者を初回に決めます。担当者はハンドアウトを用意し、それにそって授業を進めていきます。ハンドアウトで提示され

た疑問点などに着目しながら、クラス内でそれぞれの解釈を共有していきます。 

課題図書としてトルーマン・カポーティの『ティファニーで朝食を』を読み、日本語で 2000 字程度のレポートを書いてもらいます。 

 

Each student will give an oral presentation once a semester. Based on the questions given by the presenter, we will discuss and 

share each other's interpretations.  

Students must read Truman Capote's Breakfast at Tiffany's and write a 2000-word mid-term paper. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edith Wharton 短編(1) 

3. Edith Wharton 短編(2) 

4. Edith Wharton 短編(3) 

5. Edith Wharton 短編(4) 

6. Ernest Hemingway 短編(1) 

7. Ernest Hemingway 短編(2) 

8. Ernest Hemingway 短編(3)  

9. Truman Capote 短編(1) 

10. Truman Capote 短編(2)＊課題図書に関するレポート提出 

11. 課題図書についてのディスカッション 

12. Truman Capote 短編(3) 

13. Truman Capote 短編(4) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はハンドアウトに要約、登場人物、語句／フレーズ、考察／疑問点をまとめ、口頭で発表することになります。他の受講者

は、それぞれの意見を交換できるよう準備をしてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間課題レポート(30%)/授業貢献と発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. トルーマン・カポーティ、2008、『ティファニーで朝食を』、新潮社 (ISBN:978-4102095089) 

授業で扱う作品については適宜配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｃ 

(Introductory Seminars B1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の詩と映画 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・カリキュラム・マップに示された「読解力」、「議論」、「レポート」の実力を高めながら「文学を読む悦び」を体験できるよう、映画を

通して英米詩の世界を探ります。 

・文学、とくに詩がもつ力を体感します。 

 

  This course will deepen student understanding of British and American poetry through film as well as improve reading 

comprehension, debate, and report writing skills as outlined in the curriculum map. 

Students will also experience the joy and power of literature, and more specifically, poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカの青春映画 Dead Poets Society（邦題『いまを生きる』）には、たくさんの英語の詩が使われています。それらの詩は登
場人物の若者たちにとって、ときに人生の指針となり、ときに楽しい遊び道具となっているのです。 

 そこで本演習では、映画のシナリオを読みながら、そこに使われている英語の詩をくわしく学び、それらが登場人物たちにどの

ような影響を与えたのか探ります。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者が、担当範囲のあらすじ、重要箇所、難解箇所、詩人紹介、詩の紹介、感想等をハンド

アウトに基づいて発表することによって進められます。 

 なお授業最終回までに J.D.Salinger, The Catcher in the Rye を各自で読み、2400 字のレポートを書きます。映画と同じく青春の

物語です。 

 

 The American youth film Dead Poets Society (Japanese translation『いまを生きる』) uses English poetry in many scenes. 

Sometimes, these poems guide the young characters through life; other times, they become toys to enjoy. 

 In this course, students will be reading the screenplay for the film, study the poems used in it, and deepen their understanding 

for how those poems affected the characters. 

 Students will also be assigned to summarize passages, identify important points and difficult phrases, introduce poets, 

introduce poems, and offer their opinions in handouts and present to the class. 

 In addition to in-class work, J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye will also be assigned, and students will write a 2,400 

character report about the work. Just like the film, The Catcher in the Rye is also a youth story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction・英詩の基本 

2. アメリカのプレップ・スクール 

3. ウォルト・ホイットマン 1 

4. ロバート・へリック 

5. ウォルト・ホイットマン 2 

6. ヘンリー・デイヴィッド・ソロー 

7. アルフレッド・テニソン 

8. ヴェイチェル・リンジー 

9. ロバート・フロスト 

10. ウィリアム・シェイクスピア 1 

11. ジョージ・バイロン 

12. ウィリアム・シェイクスピア 2 

13. Salinger, The Catcher in the Rye 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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発表･応答(60%)/課題図書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. クラインバウム、1990、『いまを生きる』、新潮文庫 (ISBN:4102221026) 

2. ピーター・ウィアー監督、2006、『DVD『いまを生きる』、ブエナ・ビスタ (VWDS-3071) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｄ 

(Introductory Seminars B1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学の入り口 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では英米の文学作品を深く読み解くための鍵を学んでいきます。主題、筋、登場人物、形式、社会的/政治的背景など

の観点からの議論を柱として進めます。 

 

This course is intended to share insight into literary works by British and American writers. The emphasis lies on discussing  

each piece in terms of such aspects as theme, plot, character, form and historical/social context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主要な文学ジャンルになじんでもらうため、中短編の小説、詩、戯曲を教材とします。作品の創作年代はロマン派の時代から現代

に及びます。参加者はそれぞれのジャンルにふさわしい読み方の定石とされているものを学びます。 

授業の主な手順は、割り当てられた４，５人のグループがその回の作品について下調べをしてハンドアウトを用意し、要約、重要

な点の指摘、解釈のための質問などからなる発表をします。他の参加者はそのプレゼンテーションに即して、あるいは新たな視

点を提示したりして意見を述べます。 

授業とは別に、ジョージ・オーウェルの『動物農場』を読み、2～3千字程度の中間レポートを日本語で書いてもらいます。 

 

In order for participants to get familiar with major literary genres, course materials include novel, short fiction, poetry and 

drama. They are from romantic period (George Eliot's Silas Marner) to contemporary (George Orwell’s Animal Farm). Students 

will learn several types of reading which have been conventionally supposed to appropriate for each genre. 

 

Most of the time, an appointed group of four to five students will do some research and prepare handouts, presenting summary 

and background information, pointing out notable elements, and raising questions to the class. The other participants are 

expected to make comments based on the presentation, or add new perspective(s). 

 

In addition to in-class readings, students are assigned George Eliot's Silas Marner and required to hand in a 2000-3000 

character eassy in Japanese as the midterm report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－授業紹介 

2. Oscar Wilde, "The Happy Prince" 

3. Langston Hughes, "Thank you, M'am" 

4. Ted Kooser, "Abandoned Farmhouse," Mark Vinz, "Deserted Farm" 

5. Elizabeth Alexander, "Smile" 

6. Bryan Evenson, "Windeye" 

7. Kazuo Ishiguro, "Family Supper" 

8. William Blake, "A Poison Tree" 

9. Kate Chopin, "The Story of an Hour" 中間レポート提出 

10. 課題図書の感想、議論 

11. Thornton Wilder, "Queens of France" (1) 

12. Thornton Wilder, "Queens of France" (2) 

13. Ernest Hemingway, "Indian Camp" 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

丹念に辞書を引いて予習をし、そのうえで理解できないところ、意味の通らないところを洗い出して授業に臨んでください。担当グ

ループは事前に相談をして作品理解のためのレジュメを作成してきてください。それ以外の参加者も各自の意見や質問をもって

授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/参加度（発表、発言、レスポンスペーパー）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョージ・オーウェル、2017、『動物農場』、早川書房 (ISBN:9784151200878) 

その他各授業の作品はプリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｅ 

(Introductory Seminars B1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歪められた現実：サイエンス・フィクション／ファンタジー作品（短編）を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品をクラス全体で読むことにより、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を味わいながら「今後

の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストの読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポ

ート作成の基礎を学び、実践していく。 

 

Through reading literature in English, not only will the students be able to experience the joy of literature as outlined in the 

curriculum map, but they will also cultivate reading comprehension skills that form the basis for future study and research. 

Specifically, the students will learn essential skills regarding interpretation of literary texts, communication of ideas and 

academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれたサイエンス・フィクション（SF）、あるいはファンタジーの名作とされる短編小説を読んでいく。特に SFを読む楽し

みとして、過去の作者がどのような未来の世界を想像したかを知るのも一つだが、この授業では特に、異化装置としての SFに注

目する。すなわち、各 SFにおいて、読者にとってなじみのある現実・世界観が如何に歪められた形で投影されているか、そして、

その「歪み」が読者に提示するものとは何か、という問題意識を持って各作品を読解していく。 

授業と平行して、課題図書である H. G. Wells の The Time Machine(1895) の日本語訳を読み、４００字詰めで５枚から１０枚程度

の読書感想文（中間レポート）を、第１１回の授業時に提出することが求められる。 

 

Students are assigned to read classic science fiction (SF) or fantasy short stories written in English. While one way of reading 

SF is to analyse how authors imagined possible futures, this course focuses on an aspect of SF as a device of defamiliarization. 

In other words, it examines how SF portrays a distorted version of reality, and what kind of effects such distortion have on the 

reader. 

 

In addition to the in-class work. the students are assigned to read a novella,The Time Machine(1895), by H.G. Wells and write a 

midterm essay on the novel (Length: 2000-4000 characters in Japanese/2000 words in English, Deadline: Week 11). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け  

2. "The Eyes Have It" (1953) by Philip K. Dick  

3. "The Door in the Wall" (1911) by H. G. Wells   

4. "Sultana's Dream" (1905) by Rokeya Sakhawat Hussain   

5. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ①  

6. "The Country of the Blind" (1904) by H. G. Wells ②  

7. "Speech Sounds" (1983) by Octavia E. Butler  

8. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ①  

9. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ②  

10. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ③  

11. "The Machine Stops" (1909) by E. M. Forster ④  

12. "The Time Machine" (1909) by H. G. Wells   

13. "There Will Come Soft Rains" (1950) by Ray Bradbury  

14. 最終レポート提出、まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、念入りな準備が必要とされる。発表グループは、各

短編の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマの紹介などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議

論を促す。注意点として、本演習ではクロース・リーディング（精読）の技術を身につけることを目標とするので、作者や作品につ

いての背景知識よりも、英文テクスト自体の熟読と詳細な分析が重要となる。  



 

 - 919 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論・発表への参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さ（他人の言葉を遮るなど）が目立つ場合も大きな

減点となるので注意してほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ウェルズ、2012、『タイムマシン』 (光文社古典新訳文庫)、光文社 (ISBN:978-4334752460) 

授業で取り扱う各短編に関しては、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下一仁、2000、『思考する物語―SFの原理・歴史・主題』、東京創元社 (ISBN:4488015166) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｆ 

(Introductory Seminars B1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学の多様性を読む 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，多文化世界がもたらす諸問題への理解を

深める。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own, thereby broadening the knowledge of issues faced by the 

multicultural world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎週，読み切りの形で，２０世紀のアメリカ文学を精読する。短編小説のほか，戯曲や詩作品も取り上げる。作品の選択にあた

っては，ジェンダーや人種の多様性にも配慮する。 

 あらかじめ指名された担当者チームは，授業日の４日前までに，担当作品の内容解釈に関する質問２つを用意する。受講者は

全員，その質問のうちひとつを選び，授業日の前日までに Blackboard 経由で筆記回答をあらかじめ提出する。授業時には，担当

者チームがレジュメを用意して，取り上げる作家／詩人を紹介し，作品の内容を要約したうえで，難解な英語表現には語注を付し

て解説する。その後，（もし状況が許すならグループ・ディスカッションをおこなったのち）クラス全体で内容解釈の質問に関する討

論を行う。筆記回答については，次週授業時までに，担当教員が各受講者にコメントを返す。 

 また，毎週の授業とは別に，課題図書として，１９世紀作家エドガー・アラン・ポーの短編集を邦訳で読み，中間レポートを提出し

て頂く。 

 

  Every week, we will read a twentieth-century American text. In addition to short stories, a play and poems will be assigned. 

Special attention will be given to the diversity of chosen texts in terms of gender, race, and ethnicity.  

  Assigned teams will prepare a couple of questions about interpretive possibilities of the assigned text 4 days prior to the 

class meeting, and class participants will answer one of the questions in written form on Blackboard by the day before the class 

meeting. During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a biographical sketch of the 

assigned author/poet, as well as a summary and detailed linguistic explications of the assigned text. Then, students will 

participate in a class debate (following group discussions with their fellow classmates if the situation allows). Written answers to 

the questions will be returned to each student the following week with the instructor's comments. 

  Besides weekly assignments, students will be required to read and write an essay on the collection of Edgar Allan Poe's 19th-

century short stories in Japanese translation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. William Saroyan （短編，アルメニア系白人男性） 

3. Ernest Hemingway （短編，白人男性） 

4. Erskine Caldwell （短編，南部白人男性） 

5. Katherine Anne Porter （短編，南部白人女性） 

6. Dagoberto Gilb （短編，チカノ系男性） 

7. Sandra Cisneros （短編，チカナ系女性） 

8. Leslie Marmon Silko （短編，先住民女性） 

9. Wakako Yamauchi （短編，日系女性） 

10. Langston Hughes （一幕劇，アフリカ系男性） 

11. Claude McKay （詩，アフリカ系男性） 

12. E. E. Cummings （詩，白人男性） 

13. Richard Wright （俳句，アフリカ系男性） 

14. 課題図書についての読書会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。予習には，大学図書館のオンライン･データベースからアクセスできる
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KOD（Kenkyusha Online Dictionary）の利用を推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/課題図書中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エドガー・アラン・ポー(巽 孝之 訳）、2009、『黒猫・アッシャー家の崩壊』、新潮文庫 (ISBN:978-4102028049) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 授業は，状況が許す限り対面で行いますが，グループ･ディスカッションを安全に実施すべく，オンライン授業も５割程度（か場合

によってはそれ以上）取り入れることになる可能性が高いものと思われます。隣接する時間帯に別の授業を受講する予定のある

方は，その点を念頭においてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｇ 

(Introductory Seminars B1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創造性について考える 

担当者名 

（Instructor） 
石川 千暁(ISHIKAWA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語読解能力を洗練させるとともに、創造性一般および文学的な創造性について理解を深める。 

 

The goal of this course is 1) to sophisticate English reading skills, and 2) to deepen the understanding of creative living as well 

as how it may play out as literary creativity.  

 

授業の内容（Course Contents） 

  創造性（creativity）は、芸術家や作家に限られたものではなく、私たち一人ひとりが持っているものです。学期の前半は、その

ような広い意味での創造性について考えます。作家 Elizabeth Gilbert (1969- ) やソーシャルワークの研究者 Brené Brown 

(1965- )による最近の文章を読み、創造的な生き方とはどんなものか、それは私たちの多くにとってなぜ難しいのか、などについ

て考えます。 

 

  後半は文学に的を絞り、文学的な創造性について考えます。取り上げるのはアフリカ系アメリカ文学を代表する女性作家二

人、Toni Morrison (1931-2019) と Zora Neale Hurston (1891-1960) 。彼女たちは黒人女性としての自らの経験に立脚しつつも、

アイデンティティの枠を超える卓越した創造性によって優れた文学作品を生み出しました。課されるテクストはそれぞれ、読みや

すいけれども洗練された英語で書かれています。しっかりと精読し、単に意味を理解するだけでなく、表現の奥深さを味わえるよう

な英語力を培いましょう。 

 

なお、中間課題としてジェイムズ・ボールドウィン著『ビール・ストリートの恋人たち』を読み、レポートを提出してもらいます。詳細は

授業内で指示します。 

 

  The main topic of this course is creativity. During the first half of the semester, the students will learn about creative living, 

or creativity in general, through reading materials written by best-selling author Elizabeth Gilbert (1969- ) and Social Work 

researcher Brené Brown (1965- ). Then, during the latter half of the semester, we are going to focus on literary creativity, 

reading an essay by Zora Neale Hurston (1891-1960) and a short story of Toni Morrison (1931-2019). Both of the authors are 

known for their extraordinary creativity that goes well beyond their social identity as black women. Through close-reading these 

texts, we aim at 1) sophisticating English reading skills, and 2) deepening the understanding of creative living as well as how it 

may play out as literary creativity.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Gilbert, “Your Elusive Creative Genius” 

2. Gilbert, Big Magic 1 

3. Gilbert, Big Magic 2 

4. プレゼンテーション 1 

5. プレゼンテーション 2 

6. Brown, Daring Greatly 1 

7. Brown, Daring Greatly 2 

8. Hurston, “How It Feels to be Colored Me” 1 

9. Hurston, “How It Feels to be Colored Me” 2 

10. Morrison, “Recitatif” 1 

11. Morrison, “Recitatif” 2 

12. Morrison, “Recitatif” 3 

13. Morrison, “Recitatif” 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：該当箇所を読んで、解らない箇所を明らかにしておく。担当者は発表の準備も行う。 

復習：授業で扱った話題が自分自身の生活においてどのようにあらわれているか内省してみて下さい。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終課題(30%)/中間課題(20%)/授業の準備状況および貢献度(20%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェイムズ・ボールドウィン著・川副智子訳、2019、『ビール・ストリートの恋人たち』、早川書房 (ISBN:4152098295) 

PDFを配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Carol Ann Duffy, The World's Wife を読む 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文精読を通し、英語の読解力を向上させることを目的とする。文法や構文を正確に把握し、文脈に応じて多義語の意味を確定

できるよう、理解力を鍛える。 

 

This course aims to improve students' English reading skills. Through intensive reading, students will develop their English 

comprehension ability to correctly identify key grammatical elements and syntax and to determine meaning of words in context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの詩人キャロル・アン・ダフィの詩集  The World's Wife  から詩数編と、それについての英文注釈書を読む。受講者全員

が、授業中いつ担当してもいいように準備しておく。授業最終日には期末テストに相当する課題への取り組みが求められる。 

 

Students will read some of Carol Ann Duffy's poems from  The World's Wife, along with a guidebook in English to the poetry 

collection. All students are expected to prepare for reading at any time during any classes. The final assignment will be provided 

on the final day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Elvis's Twin sister 

3. Elvis's Twin sister 

4. Elvis's Twin sister 

5. Pope Joan 

6. Pope Joan 

7. Pope Joan 

8. Medusa 

9. Medusa 

10. Medusa 

11. Little Red Cap / Demeter 

12. Little Red Cap / Demeter 

13. Little Red Cap / Demeter 

14. 期末課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員、十分な予習をした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(40%)/課題(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mary Green. 2007.  The World's Wife (Yok Notes Advanced) . Longman (ISBN:9781405861854) 

Carol Ann Duffy を著者とした詩集  The World's Wife  ではなく、注釈書 (York Notes) のほうを購入してください。詩はコピーを

配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキスト、配布プリント、英和辞書を授業時に必ず用意すること。全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定。 
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注意事項（Notice） 
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■AM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フェミニスト SFの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SFの短編の精読を通じ、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用語と分析技法」を使って「より高度な読解

力」を培う。具体的には、テクストの読解・分析、ならびに論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading SF short stories, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce important 

literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, it enables the students 

to interpret and analyse each text in detail and to communicate ideas effectively in group discussion and academic essays.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では SF（サイエンス・フィクション）の短編、特にフェミニズムと関連が深いものを精読することを通して、各作品が如何に

読者の持つ規範―特に、ジェンダーやセクシュアリティに関するもの―を疑うように仕向けているか、分析・議論する。内容の理解

だけでなく、語りの形式や作品のテーマについて踏み込んだ議論をする。物事を批判的に捉えようとする意欲がクラスでは求めら

れる。また授業の後半では、異なる作品を比較することで、語りの手法の違いがもたらす効果や、文学における形式と内容の関

連についても深く考察する。 

 

The course will introduce the students to various SF short stories, especially those which are related to feminism. They will be 

asked to analyse and discuss how each story questions the reader’s normative sense of reality, particularly that of gender and 

sexuality. The course will help the students not only to understand the text on a surface level, but to conduct in-depth analyses 

of styles of narrative and themes. Critical thinking is key. In the latter half of the course, the students are encouraged to 

compare various short stories in order to identify differences in storytelling methods and to think critically about the 

relationship between form and content.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. Clare Winger Harris "The Fate of the Poseidonia" (1927) 

3. Leslie F. Stone "The Conquest of Gola" (1931) 

4. Alice Eleanor Jones "Created He Them" (1955)  

5. Kate Wilhelm "No Light in the Window" (1963)  

6. Pamela Zoline "The Heat Death of the Universe" (1967) 

7. James Tiptree Jr. "And I Awoke and Found Me Here on the Cold Hill Side" (1972) 

8. Lisa Tuttle "Wives" (1976) 

9. Pat Murphy "Rachel in Love" (1987)  

10. Octavia E. Butler "The Evening and the Morning and the Night" (1987) 

11. Gwyneth Jones "Balinese Dancer" (1997)  

12. Karen Joy Fowler "What I Didn't See" (2002)  

13. 最終レポートに向けた準備 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしつつ、取り扱った作品を比較し、独自の視点から論じることが課題となる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加・リアクションペーパー(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して
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ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Justine Larbalestier. 2006. Daughters of Earth: Feminist Science Fiction in the Twentieth Century. Wesleyan University Press 

(ISBN:978-0-8195-6675-1) 

授業で取り扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小谷真理、1994、『女性状無意識（テクノガイネーシス）—女性 SF論序説』、勁草書房 (ISBN:978-4326152896) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国・アイルランドの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国・アイルランドの短編小説を読む事で文学研究の基礎を学ぶ。特に１９世紀末・２０世紀初頭から第２次世界大戦前までを扱

う予定。こうする事で特定の時代、場所（イギリス・アイルランド）の文化を視野に入れながら文学テキストを読み解く練習をする。

具体的には文学と、写真技術や映画等の映像文化と文学テクストとの関係を中心に、文学史では「世紀末」「モダニズム」と形容

される時代を読み解く事が目標。 

 

This course will teach fundamental skills for literary research through reading British and Irish short stories. Texts will deal with 

the late 19th century and early 20th century literary works predating the second world war. By selecting works from a specific 

period and location (UK and Ireland), students will practice intensive reading with cultural and historical understandings of each 

work. Specifically, this course aims to offer insights into the periods, Fin de siecle and Modernism through literature, 

photography, film, and other visual media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ディベートを通して毎週１つの作品について、多方面からアプローチする事で観察眼・批評眼を養う事が目標。クラス全体を３～４

人のグループごとに分けて、毎週あらかじめ決めておいた作品を扱う。司会、肯定側、否定側に分かれて１つの作品を議論し合う

事で、なるべく多角的、多面的な読み方を出せるようにしたい。授業の前に各グループは与えられた作品のリサーチが必ず必要

になる。また、個人、グループで意見をまとめておく事が大事。 

 

Students will engage in debate regarding one literary work per week. The aim is to develop students' critical thinking skills 

through multifaceted discussions. Groups will be made of three to four students and each group will be assigned a literary work 

each week. Debate assignments will consist of the chair, affirmative, and negative. Debating differing positions allows students 

to experience a variety of interpretations and reading methods. Groups must conduct research on the assigned literary work 

before each class begins. Summarizing individual and group opinions is also important. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（グループ分け・授業で扱う作品の発表・ディベートについての説明を行う） 

2. 短編小説の講読１: Oscar Wilde,‘The Happy Prince’ディベート 

3. 短編小説の講読２: Oscar Wilde,‘The Nightingale and The Rose’ディベート 

4. 短編小説の講読３: Sir Arthur Conan Doyle,‘A Case of Identity’from Adventures of Sherlock Holmes ディベート 

5. 短編小説の講読４: Charles Dickens,‘The Signalman’ディベート 

6. 短編小説の講読５: H. G. Wells,‘The New Accelerator’ ディベート 

7. 短編小説の講読６: Joseph Conrad,‘An Outpost of Progress’ディベート 

8. 短編小説の講読７: Rudyard Kipling,‘Mrs Bathurst’ディベート 

9. 短編小説の講読８: Elizabeth Bowen,‘Dead Mabelle’ディベート 

10. 短編小説の講読９: Virginia Woolf,‘The Mark on The Wall’ディベート 

11. 短編小説の講読１０: Virginia Woolf,‘Kew Gardens’ディベート 

12. 短編小説の講読１１: James Joyce,‘The Dead’(1)内容の確認及び映画 'The Dead'鑑賞予定 

13. 短編小説の講読１２: James Joyce,‘The Dead’(2)ディベート 

14. まとめ（これまで授業で扱った内容のまとめとレポートの書き方） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英・アイルランド文学の基礎知識はもちろんのこと、授業で取り扱う作家の他の作品もなるべくたくさん読んでおくことが望ましい。

特に、英国とアイルランドの文化の違いについての知識はどれだけあってもありすぎではない。また、学生の様子、取り組み方に

応じて教員側から補助プリントの配布や、あらかじめ読んでおくべき文献の指定が出る場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（授業、つまりディベート参加度最重視。また、毎回授業後にコメントカード兼出席表を提

出してもらうが、この内容と高い提出率が重視される。）(30%) 



 

 - 929 - 

授業計画で指定されている作家と作品は教員があらかじめコピーして学生全員に配布予定。また、あくまで予定なので、作家や

作品は変更になる可能性がある。もしも希望の作家や作品があったらぜひ教員まで申し出て欲しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なるべく雰囲気重視で楽しく学んで議論出来る授業にして行きたいと考えています。一緒に、ゆっくり楽しく頑張りましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｄ 

(Preliminary Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「日常」と「非常事態」の英語短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語短編の精読と分析により、文学作品の背後にあるコンセプトを読み取る力をつけます。 

 

To be able to understand the concepts behind works of literature by close reading and analysis of short stories written in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期の基礎演習は「日常と非常の英語短編」を総題とします。コロナ状況下で皆さんも痛感していることでしょうが、われわれの

日常はふとしたきっかけから非常事態へと傾斜しえます。また逆に、非常事態のさなかにも人は日常を生きねばなりません。日常

と非常が危うい同居を見せているさまざまな短編を読解してゆくことで、その背後にある政治的・社会的なものの存在に目を向け

ましょう。 

 

授業では「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てます。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらいます。  

 

The general title of this course is "English short stories of daily life and emergency." As you must be acutely feeling in this 

COVID-19 situation, our daily life can tipple over into emergence when occasions arise. At the same time, it is equally true that 

people have to keep their daily lives going even in the midst of emergency. We will read and analyze short stories in which 

everydayness and emergency cohabit precariously, in order to see through the text towards the bigger context of politics and 

society. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each class will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned 

passage (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background explanations, definitions of proper 

nouns, etc.] and (3) an analysis of the assigned chapters. The presentation group must send their handout to both the 

commenting group and the teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the 

remainder of students on the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the literary 

work. After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 

 

The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class, so the translation 

group is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 
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All students will write several response papers over the duration of the course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Chinua Achebe, "Girls at War" その 1 

3. Chinua Achebe, "Girls at War" その 2 

4. J. G. Ballard "Chronopolis" その 1 

5. J. G. Ballard "Chronopolis" その 2 

6. J. G. Ballard "Chronopolis" その 3 

7. Lucy Wood, "Flotsam, Jetsam, Lagan, Derelict" 

8. Zadie Smith, "Moonlit Landscape with Bridge" 

9. Joseph Conrad, "An Outpost of Progress" その 1 

10. Joseph Conrad, "An Outpost of Progress" その 2 

11. Joseph Conrad, "An Outpost of Progress" その 3 

12. Joseph Conrad, "An Outpost of Progress" その 4 

13. Joseph Conrad, "An Outpost of Progress" その 5 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表が当たっていない人にも発言を求めるので、読解範囲の予習は必須。知らない単語の意味と発音をすべて調べたうえで、精

読してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表やレスポンスペーパーなど、授業への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストはプリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｅ 

(Preliminary Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの小説を読み、発表と討論を通して、作品の解釈や批評の方法など文学研究に必要な基礎力を養う。 

 

This course will develop fundamental literary research skills such as reading comprehension and critical analysis through 

presenting about and debating American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ｆ・スコット・フィッツジェラルドとウィリアム・フォークナーの小説を精読します。英文を精読し読解力を高めながら、20 世紀初頭で

の資本主義と近代性の出現とともに、どのように人間が欲望し葛藤を経験したのかを考察します。アメリカの歴史と文化および人

間の心理や行動への理解も深めていきます。初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てます。担当者は協力して、あ

らすじ・語注・考察・質問をまとめたレジュメを作成し、授業で発表します。発表に引き続き、コメンテイターがコメントをし、教員の

解説をまじえながら、クラス全体でディスカッションをします。授業後、受講者全員リアクションペーパーの提出が求められます。 

 

This course will focus on American novels by F. Scott Fitzgerald and William Faulkner. While improving English reading 

comprehension through intensive reading, students will consider the conflicts and contradictions found in the lives of 

southern/northern men with the emergence of capitalism and modernity. Students will also deepen their understanding of 

American history and culture and human psychology and behavior. Students will be assigned presenting and commentating roles 

during the first class. Presenters will work together to prepare handouts containing summaries, literature annotations, insights, 

and questions before presenting about these topics to the class. Commentators will offer comments of their own after 

presentations are over and will facilitate discussion while incorporating key explanations from the professor. After class, 

students will write and submit reaction papers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フィッツジェラルド（１） 

3. フィッツジェラルド（２） 

4. フィッツジェラルド（３） 

5. フィッツジェラルド（４） 

6. フィッツジェラルド（５） 

7. フィッツジェラルド（６） 

8. フォークナー（１） 

9. フォークナー（２） 

10. フォークナー（３） 

11. フォークナー（４） 

12. フォークナー（５） 

13. フォークナー（６） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業

内で示すことできるように準備すること。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表・コメント(30%)/出席・討論・提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文学テクストはプリントを配布する予定です。 

 



 

 - 933 - 

参考文献（Readings） 

1. 竹内理矢・山本洋平編、2021年、『深まりゆくアメリカ文学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623090778) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｆ 

(Preliminary Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人と共同体 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of an American 

literary work and will build their interpretations with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学には社会のルールに反発し、個人の自由を追い求める登場人物が多い。有名な例としてはハーマン・メルヴィル『白

鯨』のエイハブ船長、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』のハックなどがおり、彼らの個人主義はしばしば英雄性を

帯びる。それはなにより、アメリカにおいては「個人」という単位を尊ぶ価値観が存在しているからだろう。しかしもちろん、あらゆる

個人は共同体という集団の中で生きている。共同体という束縛があるからこそ、個人の自由が輝くのだ。 

 

本演習では上記の前提を踏まえつつ、Sarah Orne Jewett, The Country of the Pointed Firs (1896) を読解する。本作品で描か

れる、都市部から田舎町にやってきた語り手と、その小さな共同体のなかで生きる人々との交流を検討することで、アメリカ文学

における個人と共同体の関係を検討してゆきたい。 

 

There are many figures of American literature known for their casting off of societal rules and promotion of individual freedom. 

Some of the most famous examples include Captain Ahab from Herman Melville’s Moby Dick and Huck from Mark Twain’s 

Adventures of Huckleberry Finn. The individuality of these two characters is often portrayed as heroic. More than anything else, 

this is due to American values that grant great respect to the individual, a set of values known as "individualism." However, it is 

also true that every individual has to live among the other members of society as part of a larger collective. It is because this 

larger community and its limitations exist that individual freedom becomes foregrounded as a prominent value in American 

society and culture. 

 

With these points in mind, this seminar will read Sarah Orne Jewett's The Country of the Pointed Firs (1896). The novel 

describes the intercourse between the narrator visiting from a city and those who live in a small community of Dunnet Landing. 

By focusing on a tense relationship between individual and community inherent in this work, students will consider the place of 

the individual in American literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解（１） 

3. 作品読解（２） 

4. 作品読解（３） 

5. 作品読解（４） 

6. 作品読解（５） 

7. 作品読解（６） 

8. 作品読解（７） 

9. 作品読解（８） 

10. 作品読解（９） 

11. 作品読解（１０） 

12. レポート作成講座 

13. 批評読解（１） 

14. 批評読解（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 ＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められ

る。  

 

＊毎週 300 字程度のレスポンスペーパーの提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のレスポンスペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度(15%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sarah Orne Jewett. 1996. The Country of the Pointed Firs. Penguin Classics (ISBN:978-0140434767) 

 

参考文献（Readings） 

1. セアラ・オーン ジュエット、2019、『とんがりモミの木の郷 他五篇』、岩波文庫 (ISBN:978-4003234419) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 936 - 

■AM027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｇ 

(Preliminary Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エドガー・アラン・ポーの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エドガー・アラン・ポーの短編を通して、アメリカの歴史や文化について学びます。 

扱うのはいずれも短編なので細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。 

 

In this class, we will read Edgar Allan Poe's short stories and learn American history and culture. 

The students are encouraged to read very carefully the texts, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

エドガー・アラン・ポーは「黒猫」などの短編を数多く残しています。難解な言い回しを多様することも多い作家ですが、いずれも広

く親しまれている作品です。彼のゴシック的な想像力をどのように読み解くことができるのか、作品理解を深めながら考えていきま

す。 

 

Edgar Allan Poe wrote many short stories like "The Black Cat." His language is not always easy to comprehend, but his works 

have a wide readership. Reading closely, we will consider the significance of his gothic imagination. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edgar Allan Poe 詩(1) 

3. Edgar Allan Poe 詩(2) 

4. Edgar Allan Poe, "The Masque of the Red Death" (1) 

5. Edgar Allan Poe, "The Masque of the Red Death" (2) 

6. Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher" (1) 

7. Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher" (2) 

8. Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher" (3) 

9. Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher" (4) 

10. Edgar Allan Poe, "Ligeia"(1) 

11. Edgar Allan Poe, "Ligeia"(2) 

12. Edgar Allan Poe, "Ligeia"(3) 

13. Edgar Allan Poe, "Ligeia"(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はあらすじ、語句、要点／考察をハンドアウトにまとめ、口頭にて発表することになります。他の受講者は、精読に基づい

た意見とまとめ、交換できるよう準備をしてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/授業貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人と共同体 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of an American 

literary work and will build their interpretations with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学には社会のルールに反発し、個人の自由を追い求める登場人物が多い。有名な例としてはハーマン・メルヴィル『白

鯨』のエイハブ船長、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』のハックなどがおり、彼らの個人主義はしばしば英雄性を

帯びる。それはなにより、アメリカにおいては「個人」という単位を尊ぶ価値観が存在しているからだろう。しかしもちろん、あらゆる

個人は共同体という集団の中で生きている。共同体という束縛があるからこそ、個人の自由が輝くのだ。 

 

本演習では上記の前提を踏まえつつ、Truman Capote, Breatfast at Tiffany's (1958) を読解する。本作品のタイトルは、オードリ

ー・ヘップバーン主演の映画版でよく知られているだろう。しかし、映画版に顕著なラブ・コメディの要素は、原作小説にはほとんど

と言ってよいほど見られず、むしろシリアスなテーマがさまざまな形で描かれている。なかでも本授業では、主人公ホリー・ゴライト

リーが体現する、個人の自由、それと相反するような＜ホーム＞への希求などに焦点を当てて読解する。この作品の読解を通し

て、アメリカ文学における個人と共同体の関係を検討してゆきたい。 

 

There are many figures of American literature known for their casting off of societal rules and promotion of individual freedoms. 

Some of the most famous examples include Captain Ahab from Herman Melville’s Moby Dick and Huck from Mark Twain’s 

Adventures of Huckleberry Finn. The individuality of these two characters is often portrayed as heroic. More than anything else, 

this is due to American values that grant great respect to the individual, a set of values known as "individualism." However, it is 

also true that every individual has to live among the other members of society as part of a larger collective. It is because this 

larger community and its limitations exist that individual freedom emerges prominent as an important value in American society 

and culture. 

 

With these points in mind, this seminar will read Truman Capote's Breakfast at Tiffany's (1958). The work’s title is perhaps best 

known for the novel's film adaptation in which Audrey Hepburn plays the protagonist, Holly Golightly. Quite unlike the love-

comedy elements that inform the film, the novel deals with darker, more serious themes: the loss of identity, loneliness and 

isolation, and the search for home. By reading this literary work, students will consider the relationship of the individual and the 

collective in American literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解（１） 

3. 作品読解（２） 

4. 作品読解（３） 

5. 作品読解（４） 

6. 作品読解（５） 

7. 作品読解（６） 

8. 作品読解（７） 

9. 作品読解（８） 

10. 作品読解（９） 

11. 作品読解（１０） 

12. レポート作成講座 

13. 批評読解（１） 

14. 批評読解（２） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められ

る。  

 

＊毎週 300 字程度のレスポンスペーパーの提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のレスポンスペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度(15%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Truman Capote. 2008. Breakfast at Tiffany's. Vintage (ISBN:978-0307456328) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Edith Wharton の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に 20 世紀に活躍した女性作家、Edith Wharton の短編を精読し、アメリカの文化や歴史についても学ぶ。 

細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。  

 

In this class, we will read Edith Wharton's short stories written in the 20th century, and learn also American history and culture. 

The students are encouraged to read the texts very carefully, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

『無垢の時代』や『歓楽の家』といった長編で知られるウォートンですが、本授業では主にジェンダーや階級といった観点から短編

小説を精読していきます。特に家具や服装といった細かな描写から当時の世俗文化についても学んでいきます。 

 

Edith Wharton may be known for her major novels such as The Age of Innocence and The House of Mirth but in this course, we 

will read her short stories in terms of gender and class. 

Focusing on the minute descriptions of furniture and clothing, we will learn the contemporary cultures, too.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Edith Wharton 短編小説 (1) 

3. Edith Wharton 短編小説 (2) 

4. Edith Wharton 短編小説 (3) 

5. Edith Wharton 短編小説 (4) 

6. Edith Wharton 短編小説 (5) 

7. Edith Wharton 短編小説 (6) 

8. Edith Wharton 短編小説 (7) 

9. Edith Wharton 短編小説 (8) 

10. Edith Wharton 短編小説 (9) 

11. Edith Wharton 短編小説 (10) 

12. Edith Wharton 短編小説 (11) 

13. Edith Wharton 短編小説 (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はあらすじ、語句、要点／考察をハンドアウトにまとめ、口頭にて発表することになります。他の受講者は、精読に基づい

た意見とまとめ、交換できるよう準備をしてきてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは授業内で配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学と LGBTQ 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，多文化世界がもたらす諸問題への理解を

深める。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own, thereby broadening the knowledge of issues faced by the 

multicultural world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 逸脱的なセクシュアリティを有する――あるいは作品に描く――作家／詩人を毎週一人ずつ取り上げ，そのテクストの精読を試

みる。この授業を通し，性的志向やジェンダー･アイデンティティがアメリカ文化のなかでどのように構築され，表象されてきたのか

を審美的かつ政治的に捉えることを目指したい。 

 あらかじめ指名された担当者チームは，授業日の４日前までに，担当作品の内容解釈に関する質問２つを用意する。受講者は

全員，その質問のうちひとつを選び，授業日の前日までに Blackboard 経由で筆記回答をあらかじめ提出する。授業時には，担当

者チームがレジュメを用意して，取り上げる作家／詩人を紹介し，作品の内容を要約したうえで，難解な英語表現には語注を付し

て解説する。その後，（もし状況が許すならグループ・ディスカッションをおこなったのち）クラス全体で内容解釈の質問に関する討

論を行う。筆記回答については，次週授業時までに，担当教員が各受講者にコメントを返す。 

 

  Every week, we will focus on a writer/poet who embodies--or whose text addresses the issue of--sexual transgressions and 

attempt a close reading of his or her work. By the end of the course, students should be able to grasp the aesthetic as well as 

political implications of the ways in which sexual orientations and gender identities have been constructed and represented in 

American culture. 

  Assigned teams will prepare a couple of questions about interpretive possibilities of the assigned text 4 days prior to the 

class meeting, and class participants will answer one of the questions in written form on Blackboard by the day before the class 

meeting. During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a biographical sketch of the 

assigned author/poet, as well as a summary and detailed linguistic explications of the assigned text. Then, students will 

participate in a class debate (following group discussions with their fellow classmates if the situation allows). Written answers to 

the questions will be returned to each student the following week with the instructor's comments. 

 

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. Walt Whitman (poems) 

3. Sarah Orne Jewett, "A White Heron" 

4. Kate Chopin, "Fedora" 

5. Willa Cather, "The Sentimentality of William Tavener" 

6. Claude McKay (poems) 

7. Hart Crane (poems) 

8. Elsa Gidlow (poems) 

9. Ernest Hemingway, "The Sea Change" 

10. Carson McCullers, "The Orphanage" 

11. Allen Ginsberg (poems) 

12. Tennessee Williams, "Desire and the Black Masseur" 

13. Beth Brant, "Swimming Upstream" 

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） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。予習には，大学図書館のオンライン･データベースからアクセスできる

KOD（Kenkyusha Online Dictionary）の利用を推奨する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。プリントないしはＰＤＦを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 授業は，状況が許す限り対面で行いますが，グループ･ディスカッションを安全に実施すべく，オンライン授業も５割程度（か場合

によってはそれ以上）取り入れることになる可能性も排除はできません。隣接する時間帯に別の授業を受講する予定のある方

は，その点を念頭においてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの子供たちの愛唱詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカの子供たちに愛唱されてきた詩を歴史的にたどることにより、頭で詩を理解するのではなく、心で詩を味わい、その魅力

をみずから体感することを目指します。さらに、その体験を通して、カリキュラムマップに示された「より高度な読解力」を養うととも

に、「文学上の議論」やすぐれた「レポートを作成」できるようになります。  

 

  This course deas with the history of American children’s poetry, and helps students enjoy poems by heart, not just 

understand them in their mind. By experiencing this dynamism, students will develop foundational language and literary debate 

skills outlined in the Curriculum Map as well as foster good practices for writing academic reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文学研究や文学教育では、しばしば難解な詩が好まれてきました。深遠なテクストの方が議論すべき点が多いからです。けれ

どもまずは平易で素朴な作品の特徴と魅力を正確に理解できなければ、難解な詩にチャレンジすることはできません。 

 そこで本演習では、多くのアメリカ人がへいぜい口ずさんできた詩をとりあげ、その伝統を共有するとともに、取りたてて言うこと

がないように見えるテクストを分析する技術を修得します。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者が、資料をまとめたハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当で

ない参加者も議論に加わることが求められます。 

 

 In order to fully understand esoteric poems as often required in academic studies, students have to learn fundamental skills by 

starting to analyze such straightforward works as read widely among youth. Using American children’s poetry also encourages 

participants to take part in the collective memory of many American people.   

 Students will produce handouts based on assigned works and present to the class. Those not presenting are expecting to join 

in the discussion regarding the works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: 英詩を楽しむ方法 

2. 英詩の基本 

Walt Whitman, “O Captain! My Captain!” 

3. Clement Clarke Moore, “A Visit from St. Nicholas.”  

4. Eliza Lee Follen, “The Good Moolly Cow." 

Sarah Josepha Hale, “Mary’s Lamb.” 

5. Henry Wadsworth Longfellow, “The Children’s Hour.” 

—, “There Was a Little Girl.” 

6. Emily Dickinson, “The morns are meeker than they were.” 

—, “A narrow Fellow in the Grass.” 

7. Ralph Waldo Emerson, “Fable.” 

Eugene Field, “Little Boy Blue.” 

Amos Russel Wells, “The Ambitious Ant.” 

8. Ernest Lawrence Thayer, “Casey at the Bat." 

Gelett Burgess, “The Purple Cow.” 

9. Oliver Herford, “The Crocodile.” 

Robert Frost, “Stopping by Woods on a Snowy Evening.” 

10. Carl Sandburg, “Fog.” 

—, “Soup.” 

Vachel Lindsay, “The Moon’s the North Wind’s Cooky.” 

Elizabeth Madox Roberts, “Milking Time.” 

11. Sara Teasdale, “The Falling Star.” 

T. S. Eliot, “Macavity: The Mystery Cat.” 

12. Rachel Field, “Something Told the Wild Geese.” 

Ogden Nash, “The Termite.” 
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Dr. Seuss, “Too Many Daves.” 

13. Phyllis McGinley, “Triolet Against Sisters.” 

Theodore Roethke, “The Cow.” 

Margaret Wise Brown, “Secret Song.” 

14. Shel Silverstein, “Jimmy Jet and His TV Set.” 

Jack Prelutsky, “The Pancake Collector.” 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Donald Hall, ed.. 1985. The Oxford Book of Children's Verse in America. Oxford UP (ISBN:0195067614) 

2. Donald Hall, ed.. 1999. The Oxford Illustrated Book of American Children's Poems. Oxford UP (ISBN:019514578X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
初歩の英詩 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本格的に英詩を読もうとする場合に必要な形式や韻律についての初歩的知識を身につけながら、英文学史上でよく知られた代

表的作品をじっくり読んで味わい、同じ作品を読んだ参加者同士が議論をぶつけ合う楽しさを味わうことを目標とする。 

 

This course aims to introduce students to English poetry, offer basic knowledge of form and poetic metre, and provide 

opportunities to experience the joy of critical debate through careful reading of historically famous English literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の作品を題材として、格調、脚韻、頭韻、倒置法、擬人法など英詩の規則を一緒に学んだのちに、20 行程度の短い英詩を

毎回一つずつ読んでゆく。授業では二つの担当グループを予め決めて、レジュメを用意してもらい、一方が詩人とその時代、詩の

形式・韻律と内容解釈・評価などについて発表し、他方がそれに対して必ず何らかのコメントをするという形で全員参加の活発な

議論の糸口を作ってもらう。Shakespeare など古い時代の詩も読むが、現代に近い詩を多く取り上げたい。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

Students will read an English poem of approximately twenty lines every class, and using the works, students will learn about 

tone, rhyme, alliteration, anastrophe, personification, and other poetic devices used in English literature. In addition, students will 

be divided into two groups in class. The first group will prepare and present a handout introducing the author and historical 

background, type of poem, poetic metre, interpretation of content, thoughts, etc. The other group will be required to offer 

commentary on an aspect of the presentation. This structure offers an introduction to academic debate and provides 

opportunity for active participation from every student. Reading selections will cover both old poetry (Shakespeare, etc.) and 

modern poetry. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介/英詩の規則 1 

2. 英詩の規則 2 

3. 英詩の規則 3 

4. 英詩の読解 1 

5. 英詩の読解 2 

6. 英詩の読解 3 

7. 英詩の読解 4 

8. 英詩の読解 5 

9. 英詩の読解 6 

10. 英詩の読解 7 

11. 英詩の読解 8 

12. 英詩の読解 9 

13. 英詩の読解 10 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで英詩を読んだことがあれば、再読しておく。毎回扱う英詩のプリントを授業の前に予め読んで準備し、授業

の後には紹介された参照文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で扱う作品は立教時間に、各回の資料は Google ドライブに PDF版をアップロード。 
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参考文献（Readings） 

教室で折に触れて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。やむを得ない理由で欠席する場合はメールで事前連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀イギリス小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な 19 世紀イギリス小説を深く味わいましょう。それぞれの小説を講読することで、小説の「読み方」を知り、研究方法を理

解します。 

 

This course will introduce students to 19th century British novels. By reading a series of novels, students will learn reading 

techniques and literary research methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

代表的なイギリス小説の中から、タイプの異なる 3 作品の抜粋部分を読みます。授業は、複数の担当者によるレポートと、クラス

全員によるディスカッションの演習形式で行います。レポート担当者は、1 年次の入門演習で得た知識を利用して該当箇所を分析

し、概要とディスカッションのポイントをまとめたハンドアウトを用意すること。 

 

Readings will consist of excerpts from three representative British novels of differing types. Classes will be conduced in the 

seminar style which consists of reports by multiple students preceding a class discussion. Students will utilize techniques 

learned in the first year seminar to produce handout reports detailing analyses, summaries, and discussion points of assigned 

passages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 授業で扱う作品の概要と、授業の進め方を説明する。 

2. イギリス小説の講読 1-1 

3. イギリス小説の講読 1-2 

4. イギリス小説の講読 1-3 

5. イギリス小説の講読 1-4 

6. イギリス小説の講読 2-1 

7. イギリス小説の講読 2-2 

8. イギリス小説の講読 2-3 

9. イギリス小説の講読 2-4 

10. イギリス小説の講読 3-1 

11. イギリス小説の講読 3-2 

12. イギリス小説の講読 3-3 

13. イギリス小説の講読 3-4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は責任を持って準備すること。また担当者以外も、該当箇所に関する意見を必ず用意した上で、積極的にディスカッ

ションに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度とコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で扱う小説の抜粋部分は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で紹介し、授業に必要な部分は配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 950 - 

■AM037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アトウッドのパンデミック小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

サイエンス（スペキュラティブ）フィクション小説を丹念に読むことで、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門

用語と分析技法」を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストのより深い読解、テーマを設定したうえでの論点分

析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

Through reading SF novels, this course aims to foster and enhance the skills of close reading. It will introduce some important 

literary terms and effective methods for literary analysis as outlined in the curriculum map. Specifically, the students will be 

guided to analyse various themes and topics and to communicate ideas effectively in group discussion and academic essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、マーガレット・アトウッドのディストピア、あるいはポスト・アポカリプス作品『オリクスとクレイク』（2003）と『洪水の

年』（2009）の抜粋を読んでいく。『侍女の物語』（1985）で著名なアトウッドであるが、近年出版された上記二作品を含むマッドアダ

ム三部作も、特にコロナ禍の現代において注目を集めている。テクストのクロース・リーディングを通して、ポストヒューマン、人新

世、後期資本主義、肉食文化、ノスタルジア、宗教といったトピックについて議論していく。 

 

This course introduces the students to Margaret Atwood's dystopian/post-apocalyptic novels, Oryx and Crake (2003) and The 
Year of the Flood (2009) . While Atwood is best known as the author of The Handmaid's Tale (1985), the Maddaddam trilogy, 

which was recently published and includes the two aforementioned novels, has gained more critical attention, especially in 

today's pandemic-ridden world. In addition to a close reading of excepts from the novels, the students will also be asked to 

discuss topics such as the posthuman, the anthropocene, late capitalism, meat culture, nostalgia and religion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. Oryx and Crake (1) 

3. Oryx and Crake (2) 

4. Oryx and Crake (3) 

5. Oryx and Crake (4) 

6. Oryx and Crake (5) 

7. The Year of the Flood (1) 

8. The Year of the Flood (2) 

9. The Year of the Flood (3) 

10. The Year of the Flood (4) 

11. The Year of the Flood (5) 

12. 両作品の比較（１） 

13. 両作品の比較（２） 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは授業で学んだことを

ベースにしながら、いくつかの作品を比較しつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 
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テキスト（Textbooks） 

英文テクストは適宜プリントを配布する。両作品とも翻訳が出ているので、必要な人は準備しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ａ 

(Preliminary English Seminars 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Global Culture 

担当者名 

（Instructor） 
ハディンハム(HADINGHAM OLIVER E.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are to better students’ knowledge of issues in contemporary global culture, to further 

improve the communicative skills of the class members; and to provide students with opportunities to conduct independent 

research and deliver presentations in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The instructor will choose specific topics and students will be expected to do readings and complete other thematic 

assignments. Students will be expected to engage in group discussions and come to class prepared. 

 

All students will deliver two 6-8 min presentations on specific global issues and submit 1 essay.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course: expectations /  Online Communities 

2. Surveillance Society 

3. Global Business Culture 

4. Global Culture 1 

5. Global Culture 1 

6. Presentation (1a) 

7. Presentation (1b) 

8. Artificial Intelligence 

9. Money 

10. Marriage 

11. Global Culture 2 

12. Global Culture 2 

13. Presentations (2a)  

14. Presentations (2b) 

Feedback on Presentation II 

Course wrap up 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings will be assigned for every class. Students will be expected to prepare for discussions at home. Students will also 

deliver two presentations, take part in group projects and discussions.  

 

Average preparation time for each class: 2 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation 1(30%)/Online Workbook(20%)/Online Forums(20%)/Presentation 2(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Beglar & Murray. Contemporary Topics 3. Pearson (ISBN:9780134400792) 

Additional materials will be provided by the instructor. Students are responsible for bringing all required material to class.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary English Seminars 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Discussing Anglophone Fiction 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The overall aim of this class is to give students the opportunity to discuss English language literature. Upon completion of this 

course, students will be able to, in English: 

• Read a short story with minimal use of a dictionary. 

• Gain an understanding of the Anglophone fiction of the ‘traditional’ Anglophone countries, and countries where English is a 

second or foreign language.  

• Become more comfortable and confident discussing the stories read in the course. 

• Gain a deeper understanding of the elements of fiction in writing and discussion tasks.  

• Learn and mobilize vocabulary related to elements of fiction in writing and discussion tasks. 

• Improve reading comprehension abilities through writing and discussion tasks. 

• Improve the ability to interpret fiction via close reading, discussion, and writing tasks. 

• Give short presentations on the content and interpretations of stories. 

• Write and present creative responses related to elements of fiction. 

• Write a well-organized literary analysis essay. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This class focuses on discussing literature, as opposed to listening to long lectures about literature. Also, we will not treat 

stories as repositories of content that have to be ‘learned’ and ‘studied’ then regurgitated on a final exam. Instead, in each class 

students will discuss and make short presentations about the content of the stories we have read, as well as the elements of 

fiction. The hope is that this focus on discussion will not only help students enjoy and appreciate literature more, it will also 

strengthen their overall ability to discuss any topic in English. More specifically, in the Spring semester we will read stories from 

Africa and Asia, then discuss and analyze these stories by focusing on such elements of fiction as plot, setting, character, and 

point of view. Towards the end of the semester, there will be three different kinds of group presentation. The first will focus on 

elements of fiction. The second will be a creative presentation in which students write a story incorporating certain elements of 

fiction. The final presentation will compare two of the stories we have read in terms of setting, character, and point of view. 

Each student will also submit a final essay based on this final presentation.  

 

Students should be advised that although this class is designated as face-to-face, it is likely that it will be conducted all or 

mostly online. In that case, the syllabus will change to suit a mixture of online and on-demand formats. More information will be 

posted on Blackboard before the start of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; explain syllabus, objectives for the semester 

1. Introductory warm-up task. 

Homework: Read “Dead Men’s Path”, by Chinua Achebe (pp. 113-15). 

2. Discussing “Dead Men’s Path”; focus on plot 

1. Discussion Activities: Do 1 and 2 (p. 206) in groups. 

2. Go over plot (pp. 23-24); in groups, students do Summarizing a plot in one or two sentences (p. 25, adapt for “Dead 

Men’s Path”, do orally). 

Homework: Do Summarizing the plot in one or two sentences (in writing) (p. 25). 

3. Discussing “Dead Men’s Path”; focus on plot and setting 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Go over setting (pp. 25-26; 283-84); in groups, analyze key words and phrases related to setting (adapt Activity on p. 

286, using vocabulary on p. 287). 

3. Discussion Activities: Do 4 (p. 206) in groups. 

Homework: Choose one of the questions about setting (p. 288) and write an answer in reference to “Dead Men’s Path.” 

4. Discussing “Dead Men’s Path”; focus on plot and setting  

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Activity: Developing a vocabulary for discussing setting (p. 287) 
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Homework: Read “The Plane Reservation”, by Massud Farzan (pp. 141-46). 

5. Discussing “The Plane Reservation”, focus on plot and setting; introduce focus on character 

1. Discussion Activities: Do 1, 2 and 4 (p. 216) in groups.  

2. Go over character (pp. 26-27; 277-83); in groups, analyze key words and phrases related to character (adapt Activity 

on p. 28, using vocabulary on p. 280). 

Homework: Complete the Activity on p. 28 in written form. 

6. Discussing “The Plane Reservation”, focus on character 

1. Homework presentations in groups; follow-up reports. 

2. Discussion Activities: Do 5, 6, and 7 (p. 216) in groups. 

Homework: Choose one of the questions about character (pp. 281-82) and write an answer in reference to “The Plane 

Reservation.” 

7. Discussing “The Plane Reservation”, focus on character 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Activity: Developing a vocabulary for discussing character (p. 281) 

Homework: Read “Six Feet of Country”, by Nadine Gordimer (pp. 116-25). 

8. Discussing “Six Feet of Country”; focus on plot, setting and character; introduce focus on point of view 

1. Discussion Activities: Do 1, 2, 3, and 4 (p. 207) in groups.  

2. Go over point of view (pp. 28-30; 289-94); in groups, do Determining point of view in a story (adapt Activity on p. 30, 

using vocabulary on pp. 291-92). 

Homework: Do Relating a story from two perspectives (p. 30). 

9. Discussing “Six Feet of Country”; focus on point of view 

1. Homework presentations in groups; follow-up reports. 

2. Discussion Activities: Do 5, 6, and 7 (pp. 207-08) in groups. 

Homework: Write responses to Discussion Activity 8 and 9 (p. 208) in preparation for next class’s discussion. 

10. Discussing “Six Feet of Country”; focus on point of view 

1. Homework discussions in groups; follow-up reports. 

2. Do Asking questions about point of view (p. 293) in groups. 

Homework: Read “The Grass-Eaters”, by Krishnan Varma (pp. 167-70). 

11. Discussing “The Grass-Eaters”, focus on plot, setting, character, and point of view 

1. Discussion Activities: Do 1, 2, and 5 (p. 225) in groups. 

2. Group elements of fiction presentations: each group will focus on plot, setting, character, and point of view, and prepare 

a presentation for next class. 

Homework: Complete group elements of fiction presentations. 

12. Discussing “The Grass-Eaters”, focus on plot, setting, character, and point of view 

1. Group elements of fiction presentations. 

2. Group story presentation: Using Suggesting a character (p. 27), Creating a setting for a character (p. 28), and Relating a 

story from two perspectives (p. 30), write a short story for presentation in the next class. 

Homework: Complete group story presentations.  

13. Presentations of short stories. 

1. Group story presentations. 

2. Group final presentation and final essay: Groups will prepare a presentation and final essay that compares two of the 

stories we have read this semester in terms of setting, character, and point of view. 

Homework: Continue working on final project. 

14. Presentations of final projects; submit final essays. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(30%)/homework writing assignments(10%)/group elements of fiction presentations(15%)/group 

story presentations(15%)/group final presentations(15%)/final essay(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Judith Peck. The International Story. Cambridge University Press (ISBN:978-0-521-65797-6) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary English Seminars 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
European Myth and Lore: Greek Mythology 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course in classical European mythology will involve a detailed overview of the myths and folk traditions of ancient Greece 

and Rome. Special emphasis will be placed on the analysis of mythological themes, motifs, and symbols as they figure in Edith 

Hamilton’s text, Mythology (1942).  

 

This course will also involve a comparative literature component, and will include the analysis and comparison of Hamilton’s 

Mythology with texts such as The Bacchae (Euripides, 405 BC) and The Metamorphoses (Ovid, 8 AD). 

 

授業の内容（Course Contents） 

Successful completion of this course should indicate an understanding of . . .  

1.the cultural, aesthetic, and historical influences surrounding Hamilton’s Mythology 

2.the style, structure, and poetics of Hamilton’s prose  

3.some of the many ways of analyzing folklore and mythological texts 

 

This course also involves the development of the following skills . . . 

1.the ability to identify the themes, motifs, and symbols in a given text  

2.the ability to analyze and interpret a literary text 

3.the ability to compose and revise a coherent literary analysis 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Hamilton’s Mythology (1942) 

Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading:  

[1] Introduction, biography, and chronology of Hamilton’s life and major works. 

[2] Hamilton’s “Introduction to Classical Mythology”  

(pg. 3-17) 

2. Mythology – PART I  

Reading:  

[1] Chapter One, “The Gods” (pg. 21-52) 

[2] Analysis of Joseph Campbell’s concept of the “Monomyth” (The Hero with a Thousand Faces) and the cycle of the 

heroic quest into the “zone unknown”.  

3. Mythology – PART I  

Reading:  

[1] Chapter Two, “The Two Great Gods of Earth”  

(pg. 53-75) 

[2] Euripides, The Bacchae (Lines: 677-775) 

4. Mythology – PART I  

Reading:  

[1] Chapter Three, “How the World and Mankind Were Created” (pg. 76-93) 

[2] Ovid, The Metamorphoses (Excerpts from Book I; Lines 1-437) 

5. Mythology – PART I  

Reading:  

[1] Chapter Three, “The Earliest Heroes”  

(pg. 94-117) 

[2] Ovid, The Metamorphoses (Excerpts from Book I; Lines 438-746) 

6. Mythology – PART II 

Reading:  

[1] Chapter One, “Cupid and Psyche”  

(pg. 121-132) 
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7. Mythology – PART II 

Reading:  

[1] Chapter Two, “Eight Brief Tales of Lovers”  

(pg. 133-155) 

8. Mythology – PART II 

Reading:  

[1] Chapter Three, “The Quest of the Golden Fleece”  

(pg. 156-174) 

[2] Ovid, The Metamorphoses (Excerpts from Book VII; Lines 1-424) 

9. Mythology – PART II 

Reading:  

[1] Chapter Four, “Four Great Adventures”  

(pg. 175-187) 

[2] Ovid, The Metamorphoses (Excerpts from Book VIII; Lines 152-235) 

10. ACADEMIC WRITING SESSION  

Reading: Sections from MLA Handbook for Writers of Research Papers (Copies will be provided.) 

11. Mythology – PART III 

Reading:  

[1] “The Great Heroes before the Trojan War”  

(pg. 191-243) 

12. Mythology – PART IV 

Reading:  

[1] Chapter One, “The Trojan War”  

(pg. 247-268) 

[2] Chapters Two & Three, “The Fall of Troy” and “The Adventures of Odysseus” 

(pg. 269-307) 

13. Final Presentations (1) 

14. Final Presentations (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each class session will involve a lecture component, brief student presentations, and a close reading of the text(s) assigned for 

the week. Students should be prepared to analyze each of the readings from a number of perspectives. Also, students will be 

expected to have read the assigned text(s) prior to each session.  

 

1. Three short research assignments (less than 1-page each). 

 

2. One, 5-paragraph graded research paper. 

 

3. A revised version of the research paper: this revised version should represent an improvement and/or expansion of the first 

version. 

 

4. Final Presentation: Students will compose and deliver an oral presentation (5-minutes) focusing on one of the myths 

discussed during the term. 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Final Presentation(30%)/Assignments(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edith Hamilton. 2013. Mythology. Little Brown (ISBN:978-0-316-22334-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The reading schedule outlined in this syllabus is to be used for reference purposes only. A more detailed reading schedule will 

be provided during the beginning of the course. 

 

This course will use a Google Classroom site for all assignments, Zoom links, and information updates. The "sign-in code" for 

this Google Classroom site will be provided to the students through the Rikkyo Jikan service during the beginning of the term. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｄ 

(Preliminary English Seminars 1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The American Dream is a recurring theme in the nation’s literature. Using examples from literature and their film adaptations, 

this course will introduce students to the concept of the American Dream and show how this theme evolved as the nation 

developed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the American Dream 

2. Horatio Alger: Ragged Dick 

3. Horatio Alger: Ragged Dick 

4. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

5. Immigrants and the American Dream: Willa Cather’s My Antonia 

6. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

7. Theodore Dreiser: Sister Carrie 

8. Theodore Dreiser: Sister Carrie (First Response Paper due) 

9. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

10. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby 

11. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (Second Response Paper due) 

12. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son 

13. The American Dream Denied: Richard Wright’s Native Son (Third Response Paper due) 

14. Final Oral Presentation and Written Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to complete all weekly reading assignments before class. Response papers must be typed and submitted 

on time as they are essential to participate in class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(30%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation and Written Project(40%) 

No textbook is required. Handouts will be provided. Students who miss four classes will not receive credit for this course. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｅ 

(Preliminary English Seminars 1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to American Gothic Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) for students to improve their English and learn about interpreting and analyzing literature, 

and 2) to learn about the Gothic genre and its importance to the American literary canon. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will focus on Gothic literature in America from the 19th century to the present. After learning about the basic 

elements of the Gothic as a literary genre, students will have the chance to examine different sub-genres. They will also try to 

make connections between the Gothic and other literary genres, such as fantasy, realism, science fiction, and romanticism. 

Emphasis will be placed on understanding and explaining why Gothic is considered to be "scary." To that end, we will frequently 

discuss the use of (or lack of) supernatural and psychological elements in the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on defining the Gothic genre  

2. Lecture and discussion about early American Gothic  (Movie: "The Legend of Sleepy Hollow")  

3. Early New England Gothic Part 1 ("Young Goodman Brown" by Nathaniel Hawthorne)  

4. Early New England Gothic Part 2 ("Young Goodman Brown" by Nathaniel Hawthorne)  

5. Southern Gothic Part 1 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe)  

6. Southern Gothic Part 2 ("Uncle Monday" by Zora Neale Hurston)  

7. Midterm Review 

8. The Gothic and Orientalism ("Lost in a Pyramid, or The Mummy's Curse" by Louisa May Alcott) 

9. Turn-of-the-century Gothic Part 1 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

10. Turn-of-the-century Gothic Part 2 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

11. Supernatural/Ghostly Gothic ("The Lost Ghost" by Mary Wilkins Freeman)  

12. Science Fiction Gothic ("The Fog Horn" by Ray Bradbury) 

13. Domestic & Psychological Gothic ("The Possibility of Evil" by Shirley Jackson) 

14. Final review and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｆ 

(Preliminary English Seminars 1f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Beat Literature I: Gregory Corso 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos or audio to aid students in their reading and interpretation of 

the source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of beat-generation poetry in 

general, and in particular the poetry of Gregory Corso, one of the major poets of this famous literary movement.  

 

To provide students with a better contextual background, some supplementary materials and information on contemporary 

beat-generation novelists and poets will also be provided to help students better understand who Gregory Corso was influenced 

by (including his contemporaries) and who he, in turn, also influenced through his poetry.   

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, and listening to recordings of Gregory Corso 

reading his own poetry (some in the teacher’s possession and some available online), not only as a listening-comprehension 

exercise but as a way to better appreciate the feel and sounds of poetry.  Group discussions will be held in regular classes on 

questions directly related to the text and given to students beforehand to prepare. Students will also have the opportunity to 

make a presentation in class (towards the end of the course) to help students improve their written proficiency (in preparing for 

the presentation) and their spoken English proficiency when they give the presentation in class. Students will give a 

presentation on one writer or poet who influenced Corso at some stage of his career such as Percy Bysshe Shelley, Edgar Allen 

Poe, Arthur Rimbaud, Walt Whitman, Gustave Flaubert, Louis-Ferdinand Celine, Homer, Thomas Chatterton, Jack Kerouac and 

others. Three written homework assignments will be assigned on supplementary materials provided in class. Assignment 1 will 

be about a video recording available online in which Gregory Corso talks about the American Declaration of Independence (this 

assignment will help students improve both their listening and writing skills); Assignment 2 will be about some of Corso’s plays; 

and Assignment 3 will be about the final section of the textbook called ‘Previously Unpublished Poems’. Assignment 4 will be 

held over two weeks, during which students will give a 3-minute presentation. Supplementary materials will be provided either in 

class or by email to help students complete Assignment 2 (Corso’s plays) and Assignment 4 (presentation).  Some guidelines 

on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students improve their abilities in English 

written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Beat Generation and some of the most well-known beat poets and novelists, 

including Gregory Corso himself; 

2. the style, structure, aesthetics, aims and various complexities of Gregory Corso’s poetry, with a particular focus on the 6 

volumes of poetry published during his lifetime; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. NOTE: Gregory Stephenson’s 

landmark book on Corso called Exiled Angel: A Study of the Work of Gregory Corso will be used extensively as a source and 

reference for generating background notes and details.  

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context and milieu; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Gregory 

Corso’s major works of poetry collected in Mindfield: New & Selected Poems and how some of the poems have been received or 

ignored by the public since their publication. We will also talk about some of the contemporary beat-generation poets and 
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novelists, many of whom were close friends with Corso, such as Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs, and Bob 

Kaufman (whom students will have a chance to study in Semester 2 this year) as well as many of his influences (see above). 

 

Surprisingly, relatively little has been written on Corso’s poetry to date by literary scholars and critics compared with the works 

of the ‘beat giants’ such as Kerouac, Ginsberg and Burroughs, apart from a few groundbreaking works by Gregory Stephenson (a 

renowned scholar on the beats), Michael Skau, Jim Burns, and Kirby Olson, among others. Some supplementary notes and 

commentary will be drawn from these scholars and provided to assist students in their comprehension of the poems included in 

their textbook, Mindfield: New & Selected Poems. 

 

Most supplementary notes have been drawn from Gregory Stephenson’s groundbreaking study of Corso’s poetry, Exiled Angel: A 
Study of the Work of Gregory Corso (in which Stephenson devotes a chapter to each of Corso’s separately published books of 

poetry which we will discuss in class), Michael Skau’s A Clown in a Grave: Complexities and Tensions in the Works of Gregory 
Corso and Kirby Olson’s Gregory Corso: Doubting Thomist. Finally, where possible, the teacher will use any audio files (such as 

recordings of Corso poetry readings) and documentary film on the legendary poet. The aim of sharing these materials is twofold; 

to enrich students’ knowledge of Gregory Corso, his poetry and his world, and to help them enjoy studying poetry through 

audio-visual materials, not just the written page. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. In our first class for the course, we will begin by discussing the historical contexts and backgrounds of the beat 

generation and talk about the most well-known poets and novelists of this literary group, such as Jack Kerouac, Allen 

Ginsberg, Michael McClure, Gary Snyder, Philip Whalen, William Burroughs and Bob Kaufman (whom students will study in 

Semester 2) and many others. The second half of the class will give a brief overview of Gregory Corso’s life and career 

and introduce students to his major works of poetry, which we will read over the course of the semester. Each of the 4 

assignments will also be concisely explained as well as the methods of evaluation for each respective one.  

2. In Lesson 2, we will focus on Gregory Corso’s first book of poetry, The Vestal Lady on Brattle, which was published in 

1955, two years before Kerouac’s groundbreaking bestseller, On the Road. Students will also learn about how Corso’s 

friends at Cambridge helped fund the publication of his first book. The teacher will also share an audio recording of 

Gregory Corso reading many of the poems from this book (and some from Gasoline) recorded in the late 1950s. 

Assignment 1 (about a video recording of Corso talking about the US Declaration of Independence) will also be 

distributed in class or sent out by email. Students will also be informed of the deadline for Assignment 1 in this class.  

3. In Lesson 3, we will focus on Corso’s ‘breakthrough’ volume of poems, Gasoline, first published by City Lights and which 

drew much attention and praise from the public. We will briefly discuss the incredible development and growth in the poet 

compared with his first venture in The Vestal Lady on Brattle.  

4. In Lesson 4, we will focus on the first half of Gregory Corso’s third book of poems, The Happy Birthday of Death. This 

book contains two of Corso’s most famous poems, ‘Bomb’, a heavily ironic and playful poem which was misunderstood by 

some audiences at the time, and ‘Marriage’, one of Corso’s most humorous poems. We will focus on these 2 poems in 

particular, including Corso’s time in Paris, where he wrote them, as well as some other poems from this book.  

5. In Lesson 5, we will review briefly what we had discussed previously in Lesson 4 and then discuss the second half of 

Corso’s groundbreaking volume of poems, The Happy Birthday of Death. Finally, a reminder will be given that Assignment 

#1 is due at the end of this week. Penalties for late submissions after the deadline will also be repeated and emphasized. 

6. In Lesson 6, we will take a look at Gregory Corso’s fourth book of poems called Long Live Man (published in 1962). In the 

same year that Long Live Man was published (1962), Gregory Corso also had a Selected Poems published containing 

slightly different versions of these poems, which we will also discuss, as this relates to Corso’s regular practice of 

constantly revising his own work. This book also marks the end of Corso’s early fertile period of poetry, in which he 

produced 4 books of poetry in 7 years. His next book would not appear until 8 years later, in 1970. Finally, the second 

assignment on Gregory Corso’s Collected Plays will be distributed and explained and deadlines assigned.  

7. In Lesson 7, we will take a look at Corso's long-awaited follow-up to Long Live Man, a strong book of poems called 

Elegiac Feelings American, which has been heralded as both a ‘beat classic’ and a tribute to beat legend and Corso’s 

friend, Jack Kerouac, who had died suddenly the year before in 1969 from a massive haemorrhage due to years of 

excessive drinking / alcoholism. This book also features a fascinating poem about Native American Indians, which we will 

discuss in depth as well.  

8. In Lesson 8, we will begin by quickly reviewing the first half of this important book, before moving on to the second half of 

the poems. As the text of the Geometric Poem is hard to read, a larger blown-up version of the poem will be provided for 

students, either as photocopies or scans, to help them better read the words and study the pictures.  

9. In Lesson 9, we will read and analyze the first half of Gregory Corso’s final great work of poetry, possibly his best, Herald 
of the Autochthonic Spirit. There exist a few recordings of Corso reading from this work which will also be shared with 

students. Finally, a reminder will be given that Assignment #2 is due at the end of this week. Penalties for late submissions 

after the deadline will also be repeated and emphasized. 

10. In Lesson 10, we will complete the second half of Corso’s last major work of poems. Assignment #3 will also be distributed 

or sent out to students after a brief explanation. This is the last written assignment for the course, before the final 

examination, and students will be asked to analyze some of the ‘Previously Unpublished Poems,’ which is the final section 

of the textbook from pages 209-268.  

11. In Lesson 11, the first half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous writer or poet who 



 

 - 962 - 

influenced Gregory Corso. Some examples include Percy Bysshe Shelley, Thomas Chatterton, Arthur Rimbaud, Lord 

Byron, Edgar Allen Poe and contemporaries like Jack Kerouac, among others. Students who are not presenting but are 

part of the audience are expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. 

Students who ask their classmates questions will be rewarded with bonus points towards their overall participation score 

(20% of their final score).  

12. In Lesson 12, the second half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous writer or poet who 

influenced Gregory Corso. Some examples include Percy Bysshe Shelley, Thomas Chatterton, Arthur Rimbaud, Lord 

Byron, Edgar Allen Poe and contemporaries like Jack Kerouac, among others. Students who are not presenting but are 

part of the audience are expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. 

Students who ask their classmates questions will be rewarded with bonus points towards their overall participation score 

(20% of their final score).  

13. In our penultimate lesson for the course (Lesson 13), we will review all sections of Mindfield, plus briefly cover some of 

the supplementary materials such as interviews, letters, and plays by Corso as all of these sections may appear in the 

final exam at the end of the term. Students will then take a mini-mock exam, which will follow the identical format of the 

final exam and some of the contents will be similar to the final exam as well. The mock exam will take up approximately 50 

minutes to 1 hour of the class. If any time remains during class, students are encouraged to ask questions, especially 

regarding any mistakes they made on the mock exam, to ensure that they are better prepared for the final exam.  

14. In Lesson 14, students will take their final examination. All parts of the textbook will be covered in the final exam, including 

some of the supplementary materials taken from the Collected Plays and interviews. There will be four sections to the 

final examination: 1) in the first section students will answer multiple-choice questions; 2) in the second section students 

will write short-answer questions; 3) in the third and 4) fourth sections, students will write two essays in total on topics 

relating to Corso’s poetry, work, life or the beat generation as a whole.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to the weekly reading assignments from the textbook, students will also be encouraged to read and explore other 

supplementary sources of information. Some of the supplementary reading materials will be provided by the teacher (either 

photocopies handed out in class or sent by email) and extra 'recommending reading' sections will be suggested by the teacher 

to help them enrich their understanding of the poems, the writer and the course overall. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignment 1(10%)/Assignment 2(10%)/Assignment 3(10%)/Assignment 4 

(Presentations)(10%)/Class participation(20%) 

2021.5.27 変更【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)(40%) 、Assignment 1(10%) 、Assignment 2(10%) 、Assignment 

3(10%) 、Assignment 4 (Presentations)(10%) 、Class participation(20%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Corso, Gregory. 1998. Mindfield: New & Selected Poems. Da Capo Press; 2nd edition. (ISBN:978-1560252016) 

 

参考文献（Readings） 

1. Corso, Gregory & Schober, Rick (ed.). 2021. Collected Plays.. Tough Poets Press (ISBN:978-0578777016) 

2. Corso, Gregory, Rick Schober & Dick Brunkenfeld (ed.). 2015. The Whole Shot: Collected Interviews with Gregory Corso. 

Tough Poets Press (ISBN:978-0692427132) 

3. Olson, Kirby. 2002. Gregory Corso: Doubting Thomist. Southern Illinois University Press (ISBN:978-0809324477) 

4. Skau, Michael. 1999. Clown in a Grave: Complexities & Tensions in the Works of Gregory Corso. Southern Illinois University 

Press (ISBN:978-0809322527) 

5. Stephenson, Gregory. 1989. Exiled Angel: A Study of the Work of Gregory Corso. Hearing Eye / Water Row (ISBN:978-

1870841115) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Beat Scene magazine is a literary magazine, published quarterly, devoted to topics related to the Beat Generation. This 

magazine often contains articles on Corso and other beat-generation writers.  

 

The Allen Ginsberg Project (www.allenginsberg.org) also features much important and interesting information on the beat-

generation writers.  

 

注意事項（Notice） 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｇ 

(Preliminary English Seminars 1g) 

テーマ／サブタイトル等 Two Stories with Unexpected Endings: The Heiress and "William and Mary" 
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（Theme / Subtitle） 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  

Background knowledge about each story is incorporated into the course to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Heiress is a woman's coming-of-age story set in the nineteenth century America.  In this era, a woman played only the 

traditional role of a wife and mother, and was expected to conform to the norms of a patriarchal society.  Moreover, because of 

her upper-middle-class background, skillful interaction with people around her was necessary for her to socialize or appeal to a 

love interest, but unfortunately she was socially clumsy and shy.  As regards "William and Mary," its author Roald Dahl merged 

science-fiction ideas with realism in the rendition of a married couple's troubled relationship.  Students are required to write 

short comments and submit an end-of-term essay of approximately 350 words in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: texts of the two stories will be given, and their backgrounds will be explained, 

2. The Slopers: The Heiress, from page 5 to page 12 

3. The Slopers: 13-20 

4. The Slopers: 20-27 

5. Morris Townsend: 28-35 

6. Morris Townsend: 35-43 

7. The marriage proposal: 44-52 

8. Morris's cruelty: 62-70 

9. Morris's cruelty: 71-79 

10. Catherine's choice: 79-87 

11. "William and Mary": the beginning of the short story, pages one and two 

12. William's letter of farewell and its implications: 3-5 

13. Mary's rebellion: 6-8 

14. Mary's choice: 9-11 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/participation and attendance(30%)/written comments(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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■AM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary English Seminars 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Beat Literature II: Bob Kaufman 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course has the same aims as the Introduction to Beat Literature I course in the 1st Semester: namely, to 

help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, speaking, and writing through a 

combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will have the opportunity to enhance 

their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the provision of supplementary notes, and 

videos or audio to aid students in their reading and interpretation of the source text from various perspectives and thereby 

facilitate their overall understanding of beat-generation poetry in general, and in particular the poetry of Bob Kaufman, one of 

the major poets of this famous literary movement, who is arguably also one of the most overlooked. As a victim of police 

brutality and given the recent Black Lives Matter movement, perhaps Kaufman’s work is more important than ever to read, 

study and discuss right now.  

 

To provide students with a better contextual background, some supplementary materials and information on contemporary 

beat-generation novelists and poets will also be provided to help students better understand who Bob Kaufman was influenced 

by (including his contemporaries) and who he, in turn, also influenced through his poetry.  

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, and listening to either a documentary on 

Kaufman (if available) or fellow contemporary poets inspired by Kaufman’s work and life reading his or their own poetry (some 

available online), not only as a listening-comprehension exercise but as a way to better appreciate the feel and sounds of 

poetry.  Group discussions will be held in regular classes on questions directly related to the text and given to students 

beforehand to prepare. Students will also have the opportunity to make a presentation in class (towards the end of the course) 

to help students improve their written proficiency (in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when 

they give the presentation in class. Students will give a presentation on one African-American poet of the twentieth century 

such as Langston Hughes, Amiri Baraka (Leroi Jones), Ted Joans, Ishmael Reed, Ntozake Shange, or Bob Kaufman himself, 

among others. Three written homework assignments will be assigned; 2 of them regarding the major poetic works of Bob 

Kaufman covered in class. Assignment 1 will be about an excerpt from an ‘impressionistic biography’ on Bob Kaufman by Mel 

Clay called Jazz, Jail and God. Assignment 2 will be about Golden Sardine, Kaufman’s second book of poems but the one that 

appears first and foremost in the textbook, Cranial Guitar. Assignment 3 will be about his final book of poems, what many would 

call his masterpiece, The Ancient Rain. As only some of the poems from The Ancient Rain feature in the textbook, other 

poems from the full text will be provided either as a handout or by email so that students can complete their 3rd assignment. 

For Assignment 4, students will have the opportunity to give a presentation on an African-American poet of their choosing. 

Some guidelines on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students improve their 

abilities in English written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Beat Generation and some of the most well-known 

  beat poets and novelists, including Bob Kaufman himself; 

2. the style, structure, aesthetics, aims and intricacies of Bob Kaufman’s poetry, with a particular focus on the influence of jazz; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. Several essays analyzing 

Kaufman’s work will be provided for students to analyze. 

4. a better background knowledge of the Black Lives Matter movement and the history of police brutality that many African-

Americans, including Kaufman himself, have suffered from.  

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context and milieu; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work.   
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授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Bob Kaufman’s 

major works of poetry, most of which are collected in Cranial Guitar: Selected Poems by Bob Kaufman and how some of the 

poems have been received or ignored by the public since their publication. We will also talk about some of the contemporary 

beat-generation and San Francisco Renaissance poets and novelists, many of whom were close friends with Kaufman, such as 

Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso (whom many students have already studied in Semester 1 this year), Jack 

Micheline, Jack Hirschman and many others.  

 

Surprisingly, relatively little has been written on Kaufman’s poetry to date by literary scholars and critics compared with the 

works of the ‘beat giants’ such as Kerouac, Ginsberg and Burroughs, apart from a few here and there by scholars of African-

American and beat-generation poetry but in recent years, an interest in Kaufman’s work and importance as a poet has 

somewhat been rekindled, in light of the stunning and insightful documentary on the man called And When I Die, I Won’t Stay 
Dead, released to international acclaim in 2015.  Some supplementary notes and commentary will be drawn from these scholars 

and materials to help students have a more solid background on the poet and his times.  

 

Most supplementary notes have been drawn from literary journals or magazines such as Beatitude, a magazine that Kaufman 

himself helped to found and edit, as well as a special issue of Callaloo magazine, which features many essays on Kaufman’s 

poetry and life. Finally, where possible, the teacher will use any audio files (very few exist) and documentary film and footage on 

the legendary poet. The aim of sharing these materials is twofold; to enrich students’ knowledge of Bob Kaufman, his poetry and 

his world, and to help them enjoy studying poetry through audio-visual materials, not just the written page.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lesson 1 – The Beat Generation & Bob Kaufman 

 

In our first class for the course, we will begin by discussing (and reviewing) the historical contexts and backgrounds of the 

beat generation and talk about the most well-known poets and novelists of this literary group, such as Jack Kerouac, 

Allen Ginsberg, Michael McClure, Gary Snyder, Philip Whalen, William Burroughs and Bob Kaufman himself. The second half 

of the class will give a brief overview of Bob Kaufman’s life and career and introduce students to his major works of 

poetry, which we will read over the course of the semester. We will also briefly talk about his place among the African-

American poets of the twentieth century. Each of the 4 assignments will also be concisely explained as well as the 

methods of evaluation for each respective one.  

2. Lesson 2 – An Introduction (pp. 7-28) 

 

In Lesson 2, we will begin by discussing the lengthy introduction to Cranial Guitar by David Henderson.  

In this lesson we will focus on Kaufman’s life, including his troubles with the police and with various afflictions such as 

drug addiction, his association with the origin of the term ‘beatnik’, and his ‘vow of silence’ following the assassination of 

JFK. Assignment #1 on Mel Clay’s ‘impressionistic biography’ of Bob Kaufman called Jazz, Jail, and God will either be 

distributed in class or sent out through email. The contents of the assignment and the questions will be briefly explained 

as well as the submission deadline. 

3. Lesson 3 – Golden Sardine: Part 1 (pp. 31-55) 

 

In Lesson 3, we will focus on the main sequence of poems from the textbook, Cranial Guitar. Although Golden Sardine was 

written between Solitudes Crowded with Loneliness and The Ancient Rain, it is placed at the beginning of the textbook 

because it had been “long-out-of-print” and was therefore considered to be extremely important. This book is considered 

one of the high-water marks of beat-generation poetry. We will explore and discuss some of the main themes from this 

important work. 

4. Lesson 4 – Golden Sardine: Part 2 (pp. 55-75) 

 

In Lesson 4, we will review what we discussed in the previous lesson about Golden Sardine, before moving onto the middle 

section of poems from this book. Once again, main themes will be discussed, as well as other aspects of poetry such as 

rhythm, diction, prosody, and the influence of jazz. 

5. Lesson 5 – Golden Sardine: Part 3 (pp. 75-101)  

 

In Lesson 5, we will read the final section of poems from Golden Sardine. Students will be given a reminder that 

Assignment 1 is due during this week. Before distributing Assignment 2 on Golden Sardine, students will have a chance to 

ask questions on the text to clarify any matters. 

6. Lesson 6 – Solitudes Crowded with Loneliness (pp. 101-121)  

 

In Lesson 6, we will take a look at Bob Kaufman’s first book of poems, Solitudes Crowded with Loneliness. As this is an 

older work of poetry than Golden Sardine, students will have the chance to compare and contrast the change in 

Kaufman’s style of poetry, including vocabulary and themes featured. 

7. Lesson 7 – The Ancient Rain: Part 1 (pp. 121-143) 
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In Lesson 7, we will take a look at the section from The Ancient Rain that has been included in students’ textbook, Cranial 
Guitar. There is a fascinating history behind the publication of this manuscript, which has been explained by Raymond 

Foye in the documentary on Bob Kaufman, And If I Die, I Won’t Stay Dead. However, an alternative background story is 

offered by Kerouac scholar and biographer, Gerry Nicosia, who was the editor of Cranial Guitar. 
8. Lesson 8 – The Ancient Rain: Part 2 (supplementary materials)  

 

In Lesson 8, we will begin by quickly reviewing the section of The Ancient Rain from the previous week before moving 

onto more poems from this book that are not featured in Cranial Guitar. The teacher has a copy of The Ancient Rain in 

his possession and therefore photocopies or scans of these poems will be provided to students as supplementary 

materials. Due to the teacher’s strong belief in the importance of The Ancient Rain, all of the poems will be studied. 

9. Lesson 9 – The Ancient Rain: Part 3 (supplementary materials) 

 

In Lesson 9, we will read the final section of The Ancient Rain, Kaufman’s masterpiece. We will also briefly discuss other 

poets’ views on Kaufman’s work and legacy. These poets include Jack Micheline, Allen Ginsberg, Jack Hirschman and 

others. 

10. Lesson 10 – Uncollected Works (pp. 143-163)  

 

In Lesson 10, we will look at the final section of the textbook, Cranial Guitar. This section contains some of the poems 

that had not been published in any book form until the publication of Cranial Guitar in 1996. As these works have been 

little discussed and largely forgotten by most scholars, as a class students will compare them with Kaufman’s previous 

published work. 

11. Lesson 11 – Presentations I 

 

In Lesson 11, the first half of the class will give a short 3-minute presentation on one African-American poet or writer of 

the twentieth century. Along with Bob Kaufman himself, such poets include the legendary Langston Hughes (often 

considered to be the pioneer of jazz poetry),  Amiri Baraka (also known as ‘Leroi Jones’), Ishmael Reed, Ntozake Shange, 

and another great jazz beat poet, Ted Joans, among others. Students who are not presenting but are part of the audience 

are expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. Students who ask their 

classmates questions will be rewarded with bonus points towards their overall participation score (20% of their final score). 

12. Lesson 12 – Presentations II 

 

In Lesson 12, the second half of the class will give a short 3-minute presentation on one African-American poet or writer 

of the twentieth century. Along with Bob Kaufman himself, such poets include the legendary Langston Hughes (often 

considered to be the pioneer of jazz poetry),  Amiri Baraka (also known as ‘Leroi Jones’), Ishmael Reed, Ntozake Shange, 

and another great jazz beat poet, Ted Joans, among others. Students who are not presenting but are part of the audience 

are expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. Students who ask their 

classmates questions will be rewarded with bonus points towards their overall participation score (20% of their final score). 

13. Lesson 13 – Comprehensive Review & Mini-mock Exam 

 

In our penultimate lesson for the course (Lesson 13), we will review all sections of Cranial Guitar, the extra sections on 

The Ancient Rain, plus briefly cover some of the supplementary materials such as the essays on Kaufman by critics, and 

the ‘impressionistic biography’ on Kaufman by Mel Clay, Jazz, Jail, and God, as all of these sections may appear in the 

final exam at the end of the term. Students will then take a mini-mock exam, which will follow the identical format of the 

final exam and some of the contents will be similar to the final exam as well. The mock exam will take up approximately 50 

minutes to 1 hour of the class. If any time remains during class, students are encouraged to ask questions, especially 

regarding any mistakes they made on the mock exam, to ensure that they are better prepared for the final exam. 

14. Lesson 14 – Final Examination 

 

In Lesson 14, students will take their final examination. All parts of the textbook, Cranial Guitar, will be covered in the final 

exam, including some of the supplementary materials taken from selected essays on Kaufman and Mel Clay’s 

‘impressionistic biography’ on Kaufman, Jazz, Jail, and God. There will be four sections to the final examination: 1) in the 

first section students will answer multiple-choice questions; 2) in the second section students will write short-answer 

questions; 3) in the third and 4) fourth sections, students will write two essays on topics relating to Kaufman’s poetry, 

work or the beat generation as a whole. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to the weekly reading assignments from the textbook, students will also be encouraged to read and explore other 

supplementary sources of information. Some of the supplementary reading materials will be provided by the teacher (either 

photocopies handed out in class or sent by email) and extra 'recommending reading' sections will be suggested by the teacher 

to help them enrich their understanding of the poems, the writer and the course overall. There is also a very interesting 

documentary on Bob Kaufman’s work, life and legacy called And When I Die, I Won’t Stay Dead which students are 

recommended to watch.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Assignment 1(10%)/Assignment 2(10%)/Assignment 3(10%)/Assignment 4 (Presentations(10%)/Class 

participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kaufman, Bob. 1996. Cranial Guitar: Selected Poems by Bob Kaufman. Coffee House Press (ISBN:978-1566890380) 

 

参考文献（Readings） 

1. Clay, Mel. 2001. Jazz, Jail, and God: Impressionistic Biography of Bob Kaufman. Androgyne Books (ISBN:978-1879594128) 

2. Boleyn, Michelle M. (ed.). 1992. Beatitude Poetry International. Vol. 1.. Eileen Kaufman 

3. Boleyn, Michelle M. (ed.). 1992. Beatitude Poetry International. Vol. II. Eileen Kaufman 

4. Edwards, B. H., Griffin, F. J. & Damon M. (eds.).. 2002. Callaloo: Jazz Poetics A Special Issue. The John Hopkins University 

Press 

5. Lee, Don L. (ed.).. 1971. Journal of Black Poetry Pan African Issue: Special Issue 1970-71 

6. Hayden, Robert (ed.).. 1967. Kaleidoscope: Poems by African American Poets.. Harcourt, Brace & World 

Beat Scene magazine. This is a literary magazine devoted to the writers of the beat generation. Over the years it has included a 

range of articles on writers such as Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Gregory Corso, Bob Kaufman and many 

others.  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary English Seminars 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories about Gender Identity Discrimination: The Children's Hour and Breaking 
the Code 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  Issues 

of sexual discrimination and homophobia in the mid-twentieth century will also be explored to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Children's Hour is concerned with two female educators' resistance to gender stereotype and prejudice of their society.  

Class discussion will focus on the convention of femininity and society's fear of transgression and homosexuality. In Breaking 
the Code, the main character Alan Turing is not only a ground-breaking code-breaker during WWII.  He also breaks rules of 

gender identity in an attempt to maintain his integrity.  Students are required to write short comments and submit an end-of-

term essay of approximately 350 words in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the beginning of The Children's Hour and a brief summary of Alan Turing's life 

2. Mary Tilford and Mrs. Mortar: from page 11 to page 16 

3. Karen and Martha as educators: 17-22 

4. Dr. Cardin's support: 23-30 

5. Mary's lie to Mrs. Tilford: 31-37 

6. The alleged intimacy: 38-43 

7. The consequence: 44-50 

8. The bond between Karen and Martha: 51-57 

9. Cardin's fear: 58-64 

10. Martha's and Karen's choices: 65-70 

11. Turing's humiliation despite being a war hero: Act II, Scene 3 and Scene 4, part I 

12. Troubles with the authorities: Act II, Scene 4, part II and Scene 5 

13. The aftermath of his chemical castration: Act II, Scene 6 and Scene 7, part I 

14. Disillusion and suicide: Act II, Scene 7, part II, Scene 8, Scene 9 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/participation and attendance(30%)/written comments(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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■AM053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary English Seminars 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Discussing Anglophone Fiction 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The overall aim of this class is to give students the opportunity to discuss English language literature. Upon completion of this 

course, students will be able to, in English: 

• Read a short story with minimal use of a dictionary. 

• Gain an understanding of the Anglophone fiction of the ‘traditional’ Anglophone countries, and countries where English is a 

second or foreign language.  

• Become more comfortable and confident discussing the content, fictional elements, and themes of the stories read in the 

course. 

• Gain a deeper understanding of the elements of fiction in writing and discussion tasks.  

• Learn and mobilize vocabulary related to elements of fiction in writing and discussion tasks. 

• Improve reading comprehension abilities through writing and discussion tasks. 

• Improve the ability to interpret fiction via close reading, discussion, and writing tasks. 

• Give short presentations on the content and interpretations of stories. 

• Write a well-organized literary analysis essay. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This class focuses on discussing literature, as opposed to listening to long lectures about literature. Also, we will not treat 

stories as repositories of content that have to be ‘learned’ and ‘studied’ then regurgitated on a final exam. Instead, in each class 

students will discuss and make short presentations about the content of the stories we have read, as well as the elements of 

fiction. The hope is that this focus on discussion will not only help students enjoy and appreciate literature more, it will also 

strengthen their overall ability to discuss any topic in English. More specifically, in the Fall semester we will read stories from 

Europe and America, then discuss and analyze these stories by focusing on such elements of fiction as image, symbolism, tone, 

and theme. Towards the end of the semester, there will a group presentation in which students compare two of the stories we 

have read in terms of theme. Each student will also submit a final essay based on this final presentation. 

 

Students should be advised that although this class is designated as face-to-face, it is likely that it will be conducted all or 

mostly online. In that case, the syllabus will change to suit a mixture of online and on-demand formats. More information will be 

posted on Blackboard before the start of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; explain syllabus, objectives for the semester 

1. Go over imagery (p. 30); in groups, students do Creating images (p. 30) and Making associations (p. 31). 

Homework: Read “The Necklace”, by Guy de Maupassant (pp. 46-52). 

2. Discussing “The Necklace”; focus on imagery 

1. Discussion Activities: Do 1, 2 and 3 (pp. 184-85) in groups. 

2. Go over imagery (pp. 294-99); in groups, students do Writing about images (p. 297; adapt for “The Necklace”, do orally). 

Homework: Do Asking questions about imagery (in writing) (p. 298). 

3. Discussing “The Necklace”; focus on symbolism 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Go over symbolism (pp. 31-32; 299-305); in groups, students do Asking questions to discover the symbolic meaning of 

events and objects (p. 305). 

Homework: Complete the Activity on p. 305 in written form. 

4. Discussing “The Necklace”; focus on symbolism 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Discussion Activities: Do 16 (p. 185) in groups. 

Homework: Read “Two Portraits”, by Kate Chopin (pp. 58-61). 

5. Discussing “Two Portraits”; focus on tone 

1. Discussion Activities: Do 1-7 (p. 189) in groups. 

2. Go over tone (pp. 32-33; 305-311); in groups, students do Discussion Activity 9 (p. 189, using vocabulary on pp. 308-
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09). 

Homework: Do Asking questions about tone (in writing) (p. 311). 

6. Discussing “Two Portraits”; focus on tone 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Activity: Developing a vocabulary for discussing tone (p. 309) and Manipulating tone (p. 309). 

Homework: Read “The Americanization of Shadrach Cohen”, by Bruno Lessing (pp. 62-68). 

7. Discussing “The Americanization of Shadrach Cohen”; focus on themes 

1. Discussion Activities: Do 1-8 (pp. 190-91) in groups. 

2. Go over themes (pp. 38-41); in groups, students do Discovering a theme (p. 40). 

Homework: Do Discovering a theme (p. 41; adapt for “The Americanization of Shadrach Cohen”). 

8. Discussing “The Americanization of Shadrach Cohen”; focus on themes; review 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Review elements of fiction (p. 41); in groups, choose an element and discuss in reference to “The Americanization of 

Shadrach Cohen”.  

Homework: Complete the Activity on p. 41 in written form. 

9. Discussing “The Americanization of Shadrach Cohen”; focus on themes; review 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Review themes: in groups, identify a theme for a story we have read. 

Homework: Read “Babylon Revisited”, by F. Scott Fitzgerald (pp. 86-102). 

10. Discussing “Babylon Revisited”; focus on elements of fiction 

1. Discussion Activities: Do 1-2 (p. 201) in groups. 

2. Review elements of fiction (p. 41); in groups, choose an element and discuss in reference to “Babylon Revisited”. 

Homework: Complete the Activity on p. 41 in written form. 

11. Discussing “Babylon Revisited”; focus on elements of fiction 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Discussion Activities: Do 7 (p. 201) in groups. 

Homework: Write responses to Discussion Activity 8 (p. 201) in preparation for next class’s discussion. 

12. Discussing “Babylon Revisited”; focus on comparison 

1. Go over homework assignments in groups. 

2. Final project: Groups will prepare a presentation that compares two of the stories we have read this semester in terms 

of theme. 

Homework: Continue working on final project. 

13. Working period.  

Homework: Complete preparations for final presentations; write final draft of final essay. 

14. Final presentations; submit final essays. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(50%)/homework writing assignments(10%)/group final presentations(20%)/final essay(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Judith Peck. The International Story. Cambridge University Press (ISBN:ISBN 978-0-521-65797-6) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary English Seminars 2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparing Modernism and Post-Modernism in English and American Literatures 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) to introduce students to the study of comparative literature and 2) to read various literary 

works written in English and compare them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class, students will develop their understanding of comparing texts and of comparative literature. Discussion topics will 

include, but will not be limited to, gender issues, class conflict, and racial/ethnic conflict. Students will read texts from American 

literature, and British literature, focusing on the genres of Modernism and Post-Modernism. Students will be asked to draw 

comparisons between specific stories as well as the characters and the situations in the stories. They may also make 

comparisons between the authors that wrote the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on methods of comparing literature 

2. "Hills Like White Elephants" (Ernest Hemingway) 

3. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 1  

4. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 2  

5. "What a Thought" (Shirley Jackson)   

6. "Lamb to the Slaughter" (Roald Dahl)   

7. Midterm Review 

8. "Black Death" (Zora Neale Hurston)  

9. "A Warrior's Daughter" (Zitkala-Sa) 

10. "Seventeen Syllables" (Hisaye Yamamoto) 

11. "Autumn Song" and "Funeral Blues" (W. H. Auden) 

12. "Her Kind" (Anne Sexton)  

13. "blessing the boats" (Lucille Clifton) 

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. Incomplete homework and failure to prepare for 

class discussions will result in a lower grade. Students must complete their final reports by the deadline in order to pass the 

course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary English Seminars 2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Postwar Britain  

担当者名 

（Instructor） 
ハディンハム(HADINGHAM OLIVER E.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Philip Larkin (1922-1985) is considered among the leading poets of the twentieth century. His poems  continue to be highly 

regarded by the literary world and the general reader. Larkin thought his poetry appealed to people as it illuminated common 

experience and feeling. This course focuses on how Larkin's poems convey the experience of living in modern Britain. Students 

will learn about many cultural themes and trends that are still relevant to today's world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Each week students will read and analyse a poem. Through this, students will better understand how Larkin captured common 

experiences and emotions. This offers students an opportunity to learn about the society and culture of postwar Britain. 

Students are encouraged to reflect on their own experiences and feelings, and to appreciate the tone and texture of modern 

life.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview 

2. Post-war Britain - society & culture 

3. Poem 1 

4. Poem 2 

5. Assignment 1 

6. Assignment 1 

7. Poem 3  

8. Poem 4  

9. Poem 5 

10. Poem 6 

11. Report - planning 

12. Report - writing 

13. Final Essay 

14. Final Essay 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read the poem outside of class to prepare for each lesson. Students are also expected to take notes 

about the poem so they can take an active role in discussing the poem in class. Approximately two hours of study a week will 

be necessary for this course. Extra reading may be required to prepare for exams and final papers. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Assignment 1(30%)/Attendance & Participation(20%)/Online Forum(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Martin Amis. 2013. Philip Larkin Poems: Selected by Martin Amis. Faber (ISBN:978-0571258116) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary English Seminars 2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
European Myth and Lore: Norse Mythology 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Beginning with a brief overview of the famous heroes and adventures of Norse mythology (as re-told in Hamilton’s Mythology), 

this course will then proceed to look closely at the culture and literature of the Vikings and the folkloric tradition reflected in 

Sagas of Warrior-Poets. As Diana Whaley writes of these prose sagas: “Composed in the thirteenth and fourteenth centuries, 

and set over two hundred years earlier, the Icelandic sagas . . . enact the meeting of the old Viking ethos of honour and heroic 

adventure with the newer ethos of romantic infatuation.” This course will investigate the world of the “skald” and follow the 

adventures of Kormak, Hallfred, Gunnlaug, and Bjorn as they recount their loves and rivalries, conquests and defeats. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Successful completion of this course should indicate an understanding of . . . 

1. the cultural, aesthetic, and historical influences surrounding the Sagas of Warrior Poets 

2. the style, structure, and poetics of the Icelandic prose saga 

3. some of the many ways of analyzing folklore and mythological texts 

 

This course also involves the development of the following skills . . . 

1. the ability to identify the themes, motifs, and symbols in a given text 

2. the ability to analyze and interpret a literary text 

3. the ability to compose and revise a coherent literary analysis 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Sagas of Warrior-Poets 
Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading: 

[1] Introduction to and history of 13th century Iceland. 

[2] Diana Whaley's “Introduction” 

2. Hamilton's Mythology ‒ PART IIV 

Reading: 

[1] Chapter One, “The Stories of Signy and Sigurd” 

3. Hamilton's Mythology ‒ PART IIV 

Reading: 

[1] Chapter Two, “The Norse Gods 

4. Sagas of Warrior-Poets 
"Kormak's Saga" (Pt. 1) 

5. Sagas of Warrior-Poets 
"Kormak's Saga" (Pt. 2) 

6. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Hallfred Troublesome-poet" (Pt. 1) 

7. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Hallfred Troublesome-poet" (Pt. 2) 

8. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Gunnlaug Serpent-tongue" (Pt. 1) 

9. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Gunnlaug Serpent-tongue" (Pt. 2) 

10. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Bjorn, Champion of the Hitardel People" (Pt. 1) 

11. Sagas of Warrior-Poets 
"The Saga of Bjorn, Champion of the Hitardel People" (Pt. 2) 

12. Sagas of Warrior-Poets 
"Viglund's Saga" (Pt. 1) 
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13. Sagas of Warrior-Poets 
"Viglund's Saga" (Pt. 2) 

14. Final Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Each class session will involve a lecture component, brief student presentations, and a close reading of the text(s) assigned for 

the week. Students should be prepared to analyze each of the readings from a number of perspectives. Also, students will be 

expected to have read the assigned text(s) prior to each session. 

 

1. Three short research assignments (less than 1-page each). 

2. One, 5-paragraph graded research paper. 

3. A revised version of the research paper: this revised version should represent an improvement and/or expansion of the first 

version. 

4. Final Presentation: Students will compose and deliver an oral presentation (5-minutes) focusing on one of the myths 

discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Final Presentation(30%)/Research Assignments(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Diana Whaley. 2002. Sagas of Warrior-Poets. Penguin (ISBN:9780140447712) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The reading schedule outlined in this syllabus is to be used for reference purposes only. A more detailed reading schedule will 

be provided during the beginning of the course. 

 

This course will use a Google Classroom site for all assignments, Zoom links, and information updates. The "sign-in code" for 

this Google Classroom site will be provided to the students through the Rikkyo Jikan service during the beginning of the term. 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 975 - 

■AM057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary English Seminars 2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literature of the American Dream (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To assist the students in their ability to read, discuss, and analyze major themes in American literature. Students will also be 

introduced to academic writing on literary topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In the second semester of our studies on the theme of the American Dream, we will focus on John Steinbeck’s novel Of Mice 

and Men (1937). The course will begin with a review of the events leading up to the Great Depression of 1929 in an attempt to 

establish how this catastrophic event nearly destroyed the reality of the American Dream, even though it could not do so in the 

hearts and minds of the American people. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Great Depression and Its Impact on the American Dream 

2. Of Mice and Men Reading and Discussion 

3. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

4. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

5. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

6. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

7. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

8. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

9. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

10. Of Mice and Men Reading and Discussion: Group Presentation 

11. Of Mice and Men Film Version 

12. Presentation and Discussion: (Response Paper due) 

13. Discussion and Class Summation 

14. Final Oral Presentation and Submission of Final Writing Project 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned 10 to 15 pages of reading homework every week. During the semester, each student will be required 

to prepare and lead a group presentation on the readings. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Response Paper(20%)/Group Presentation(20%)/Final Oral Presentation and Final 

Writing Project(40%) 

Students who miss four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved excuse. 

 

テキスト（Textbooks） 

詳細は授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class discussions. PowerPoint and visual teaching materials will be used when 

necessary. Additional information and updates will be announced on either Rikkyo Eikan or Blackboard. The instructor will alert 

students to these postings. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ａ 

(Introductory Seminars B2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしい英語で書かれたアメリカ文学作品を読み、文学作品を読解する基礎づくりをする。 

 

In this class, you will read some short stories by American writers to train your reading ability and critical analysis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短編作品を精読する。毎回ランダムに指名して訳読してもらうので、いつ当てられても大丈夫なよう、辞書を使った綿密

な予習が求められる。短編を一つ読み終えるごとに小テストを行う。また、学期末テストでは、授業で扱っていない英文を用いて

読解力を測る。扱う作家は、Raymond Carver、Tim O'Brien などを予定している。 

 

In this class, you will close read literary texts. For each class, you should be ready to translate the assigned text in class by 

carefully reading it with a dictionary. After finishing each text, you need to take a mini-test to evaluate your comprehension. We 

will read famous short stories written by Raymond Carver, Tim O'Brien, and others.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ短編小説精読⑴ 

3. アメリカ短編小説精読⑵ 

4. アメリカ短編小説精読⑶ 

5. アメリカ短編小説精読⑷、小テスト⑴ 

6. アメリカ短編小説精読⑸ 

7. アメリカ短編小説精読⑹ 

8. アメリカ短編小説精読⑺ 

9. アメリカ短編小説精読⑻、小テスト⑵ 

10. アメリカ短編小説精読⑼ 

11. アメリカ短編小説精読⑽ 

12. アメリカ短編小説精読(11) 

13. アメリカ短編小説精読(12)、小テスト⑶ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書を用いて綿密な予習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/準備状況(40%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

すべてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 諏訪部浩一編著、2013、『アメリカ文学入門』、三修社 (ISBN:4384057482) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｂ 

(Introductory Seminars B2b) 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文精読を通し、英語の読解力を向上させることを目的とする。文法や構文を正確に把握し、文脈に応じて多義語の意味を確定

できるよう、理解力を鍛える。 

 

This course aims to improve students' English reading skills. Through intensive reading, students will develop their English 

comprehension ability to correctly identify key grammatical elements and syntax and to determine meaning of words in context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスの小説家アガサ・クリスティが書いた短編小説を精読する。授業は基本的に訳読形式で進める。受講者全員が、授業中

いつ担当してもいいように準備しておく。授業最終日には期末テストに相当する課題への取り組みが求められる。 

 

Students will read some short novels written by Agatha Christie. Basically, students will need translations in class. All students 

are expected to prepare for reading at any time during any classes. The final assignment will be provided on the final day of 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 短編精読 1 

3. 短編精読 2 

4. 短編精読 3 

5. 短編精読 4 

6. 短編精読 5 

7. 短編精読 6 

8. 短編精読 7 

9. 短編精読 8 

10. 短編精読 9 

11. 短編精読 10 

12. 短編精読 11 

13. 短編精読 12 

14. 期末課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員、辞書を引き、十分な予習をした上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(40%)/課題(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

テキストのコピー、配布プリント、英和辞書を授業時に必ず用意すること。全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｃ 

(Introductory Seminars B2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語文学作品精読入門 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的平易で面白い英語文学作品をじっくり読み、語彙力と英文読解力の向上も図り、それによって 2 年次以降に英米文学をよ

り深く味わうための土台作りをする。 

 

This course aims to provide students with opportunities to peruse literary works in English, which are relatively easy and 

interesting, and improve their English vocabulary and ability to read and comprehend English texts. This will lead to laying the 

foundation for students to study English and American literature more profoundly from the second year onwards. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の読み物（イギリスとアメリカの短篇小説）をテキストとして、毎回適当な分量を指定して精読する。予め担当者を決めずに、

クラス全員参加を前提として輪読形式で進める。学期中に 2 回、テキストの英文内容理解を確かめるために小テストを実施する。

その一方で、最終授業時に、授業では取り上げなかった英文を素材として、一般的な英文読解力の向上度合いを測る最終テスト

を行なう。取り上げる読み物と各週に扱う範囲を明示した授業計画表を最初の授業時間に配布。 

 

Students will read closely a designated amount of chosen English texts (British and American short stories), say, about 3 pages 

every week. In each class, a portion of the used text will be assigned to a student chosen on the spot, instead of assigned 

beforehand in the previous class, who will translate it into Japanese as well as reciting and interpreting it. Every student will 

take part in this activity by turns in a class. A test will be given twice during the term to measure their comprehension of the 

texts read till then. On the other hand, in the last class, a final test will be given based on texts which were not used in class. 

This test is to check the improvement of students’ ability to comprehend English in general. Details will be provided in the 

course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. テキスト 1 の読解（1） 

3. テキスト 1 の読解（2） 

4. テキスト 2 の読解（1） 

5. テキスト 2 の読解（2） 

6. テクスト 2 の読解（3） 

7. 小テスト 1（テキスト 1 と 2 について） 

8. テキスト 3 の読解（1） 

9. テキスト 3 の読解（2） 

10. テキスト 4 の読解（1） 

11. テキスト 4 の読解（2） 

12. テキスト 4 の読解（3） 

13. 小テスト 2（テキスト 3 と 4 について） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

入門講義、入門演習、英米文学概論など 1 年次春学期に受けた英米文学系科目の復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト 2 回(40%)/授業への出席と発表(40%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で扱う作品は Blackboardにアップロード。 

 



 

 - 979 - 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。  

 

注意事項（Notice） 
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■AM064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｄ 

(Introductory Seminars B2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語短篇を読む――人と人との分かり合えなさをめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた短篇を精読することによって、文学の楽しみに触れます。また、文学テクストを分析的に扱う方法を学びます。 

 

The class will introduce the students to to the enjoyment of literature by closely reading short stories  written in English. At 

the same time, it will provide basic lessons in analyzing literary texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、人と人とのコミュニケーションにつきまとう困難を題材にした英語短篇 (アイルランド・アメリカ・カナダの作家による) を

扱います。コミュニケーションの不全や誤解は、それなくして文学というものが成り立たないほど重要なテーマです。 

 

本授業では、短編小説を３作品読みます。毎回適当な分量を丁寧に訳読していきます。あらかじめ担当者は決めず、輪読形式で

授業を進めます (つまり、いつ当たるかは分かりませんので、全員の毎回の予習が必須です)。 

 

各作品を読み終えるごとに、理解度を測るためのミニテストを行ないます。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文

を用いた期末テストを行ない、一般的な英語読解能力の向上度合いを測ります。  

 

 

The class will focus on short stories about the ever-present difficulties of communication among people, written by novelists 

from Ireland, the United States and Canada. The theme of the failure of communication and misunderstanding is so essential to 

literature that it is hard to imagine literature without it. 

 

In this course, we will closely read and translate three short stories. No particular "presenter" will be appointed: anybody can 

be assigned the task of being a "reader" and "translator" at any time. In other words, every student who attends this course 

has to prepare for every class. 

 

Every time a story is finished, a mini-test will be conducted to estimate each student's depth of understanding. Also, there will 

be a term-end examination, in which English passages that have not been dealt with in the classes will be the material. The 

purpose of the term-end examination is to estimate how much progress each student has made in general reading skills of 

English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. "Happiness" by Mary Lavin (1912-1996) その 1 

3. "Happiness" by Mary Lavin (1912-1996) その 2  

4. "Happiness" by Mary Lavin (1912-1996) その 3 

5. "Happiness" by Mary Lavin (1912-1996) その 4 

6. "Rembrandt's Hat"by Bernard Malamud (1914-86) その 1+ミニテストその 1 

7. "Rembrandt's Hat"by Bernard Malamud (1914-86) その 2 

8. "Rembrandt's Hat"by Bernard Malamud (1914-86) その 3 

9. "Rembrandt's Hat"by Bernard Malamud (1914-86) その 4 

10. "Dolly" by Alice Munro (1931-) その 1+ミニテストその 2 

11. "Dolly" by Alice Munro (1931-) その 2 

12. "Dolly" by Alice Munro (1931-) その 3 

13. "Dolly" by Alice Munro (1931-) その 4 

14. ミニテストその 3＋学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習が必須です。次回扱う短篇の知らない単語の意味・発音を調べ、いつ当てられても訳せるように、しっかり読んできてくださ
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い。なお、毎回の授業に英英辞典ないし英和辞典を持参のこと。紙の辞書でも電子辞書でもかまいません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と準備状況(40%)/小テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. すべてのテクスト、プリント、『プリント配布』、プリント 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 982 - 

■AM065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｅ 

(Introductory Seminars B2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立て直す力について考える 

担当者名 

（Instructor） 
石川 千暁(ISHIKAWA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究に求められる英語読解力を身につける。 

 

The goal of this course is to enhance your English reading skills required for literary studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、英語で書かれた文章を訳読していきます。文学の世界においては、文章は話の流れが分かれば良いというもので

はく、一語ずつ正確に把握した上で、筆者がなぜそういう表現をしているのかということにまで、思いを馳せる必要があります。そ

のような読み方の基礎を学ぶため、現代アメリカ作家による文章を丁寧に訳していきましょう。口語的表現も上手に訳せるように

なることを目指してまずは白人の作家 Elizabeth Gilbertによる短いエッセイを、その後ややフォーマルな英語に慣れるためアフリ

カ系フェミニスト理論家 bell hooks による評論を、最後にはインド系作家 Jhumpa Lahiriによる短編小説を読み、フィクションの読

解力を養いたいと思います。 

いつ指名されても良いよう、十分に準備をして授業にのぞむこと。毎週の授業貢献度に加え、２回の小テストおよび期末テストの

結果にもとづいて成績を評価します。 

 

This course will offer training in translation of various kinds of English texts. In literary studies, we don’t just follow a story of a 

text; we appreciate it word by word, trying to understand why particular expression was chosen by the author. To begin, we will 

translate texts written by three contemporary American authors in this course; Elizabeth Gilbert, bell hooks, and Jhumpa Lahiri. 

Grades will be given based on your weekly performance as well as results of quizzes (scheduled twice) and the final exam.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. Gilbert, “Walk Proudly” 1 

3. Gilbert, “Walk Proudly” 2 

4. 小テスト 

5. hooks, “Sisterhood” 1 

6. hooks, “Sisterhood” 2 

7. hooks, “Sisterhood” 3 

8. hooks, “Sisterhood” 4 

9. 小テスト 

10. Lahiri, “Sexy” 1 

11. Lahiri, “Sexy” 2 

12. Lahiri, “Sexy” 3 

13. Lahiri, “Sexy” 4 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テクストの該当箇所を丁寧に辞書を引きながら訳し、分からない部分を明らかにしておく。 

復習：テストに備え、単語や構文を再確認しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業貢献度（出席と準備状況を含む）(40%)/小テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

PDFで配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｆ 

(Introductory Seminars B2f) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「おとぎ話」と社会批判： Animal Farm を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より広い語彙形成、英文構造の理解の徹底を図ることを目標に、短めのイギリス小説を訳読していき、今後の学習・研究の基礎

となる英文読解力を養う。 

 

This course will develop essential reading comprehension skills for academic research through reading a British novella. It 

focuses on expanding vocabulary and gaining a deeper understanding of sentence structure.  

 

授業の内容（Course Contents） 

George Orwell の Animal Farm: A Fairy Story (1945) では、ロシア革命からスターリンの全体主義にいたる過程における権力の

腐敗が、寓話（アレゴリー）という形式で風刺されている。本小説は動物が「話す」物語なので、一見すると児童文学のように思え

る。しかし、シンプルな一つ一つの英文から読み取ることができる政治・歴史・社会的事項は多岐にわたり、深い議論を誘う。本演

習では Animal Farm が、アレゴリーという表現技法を通じた、社会批判、あるいは思考実験（“What if?”）であることを頭に入れた

上で、丁寧に訳読しながら細かな表現技法を吟味していく。 

授業方法：発表者を事前に決めない、全員参加方式となる。学期中２回、それまで学び、議論したことの確認として、小テストがあ

る。また、最終日には授業で取り上げなかった英文を用いた、読解力を測るための筆記テストがある。 

 

George Orwell’s _Animal Farm: A Fairy Story_ (1945) satirizes the corruption of power in the process leading up to the Russian 

Revolution and then on into Stalin’s dictatorship in the form of an allegory. At first glance the text may appear to be children’s 

literature, considering the fact that most characters in the narrative are animals which can talk. However, each sentence of the 

text has a hidden political, historical, and/or social meaning behind it, which invites deep analysis and discussion. This seminar 

will introduce the students to social criticism and thought experiments (“What if?”) expressed in the form of allegory in the text. 

With this in mind, the students will closely examine and translate the text in order to gain a deeper understanding of the literary 

techniques. 

During the class, every student is asked to translate each sentence in the text. Apart from this, the students are required to 

take two comprehension quizzes. The final exam (in Week 14) will test the students’ general reading skills. Note that this will be 

based on an excerpt from a story that is NOT covered in the class. The aim of this is to check how much students’ reading 

comprehension has improved throughout the semester.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. Chapter 1 

3. Chapter 2 

4. Chapter 3 

5. Chapter 4 

6. 小テスト 

7. Chapter 5 

8. Chapter 6 

9. Chapter 7 

10. Chapter 8 

11. 小テスト 

12. Chapter 9 

13. Chapter 10 

14. 学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要だと思ったポイントを記録し

ておくこと。授業中に当てられた場合に訳すことができるように準備しておく必要がある。小テストの内容は授業の確認となるの

で、議論にあがった一つ一つのポイントをじっくり聞き、ノートに記録しておく（active listening）ことが重要となる。 



 

 - 985 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論への参加(40%)/小テスト(40%)/学期末テスト(20%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位習得は不可となる。遅刻や授業態度の悪さ（自分の発表が終わるとすぐに退席するなど）が目

立つ場合は大幅な減点となるので注意してほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. George Orwell. 2008. Animal Farm. Penguin Books (ISBN:978-0-141-03613-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｇ 

(Introductory Seminars B2g) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀アメリカ文学 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の短編を精読し、アメリカの文化や歴史についても学ぶ。 

細かく辞書を引き、精読のための基礎的なスキルを身につけます。  

 

In this class, we will read American short stories written in the 20th century, and learn also American history and culture. 

The students are encouraged to read the texts very carefully, using dictionaries, in order to acquire and improve basic skills for 

close reading.  

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は全員参加型で、輪読形式で訳読していきます。口頭発表の担当は決めませんが、毎回、自分の意見を述べる機会が与え

られます。なお、学期中に２回小テストと最終テストを行います。(2021.3.25 変更) 

【変更前】各週の担当者を初回に決めます。担当者はハンドアウトを用意し、それにそって授業を進めていきます。ハンドアウトで

提示された疑問点などに着目しながら、クラス内でそれぞれの解釈を共有していきます。 

また、学期中に２回小テストを行います。 

 

 In this course, the class will be engaged in translating three literary works. Students are not assigned to oral presentations but 

each one is given an opportunity to express their thoughts. Students must take two mini exams and a final exam.(2021.3.25 変

更) 

【変更前】Each student will give an oral presentation once a semester. Based on the questions given by the presenter, we will 

share each other's interpretations.  

Students must take two mini exams and a final exam.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Nathaniel Hawthorne 短編(1) 

3. Nathaniel Hawthorne 短編(2) 

4. Nathaniel Hawthorne 短編(3) 

5. Nathaniel Hawthorne 短編(4) 

6. 小テスト (1) 

7. Edgar Allan Poe 詩(1) 

8. Edgar Allan Poe 詩(2) 

9. Edgar Allan Poe 詩(3) 

10. 小テスト (2) 

11. Charlotte Perkins Gilman 短編(1) 

12. Charlotte Perkins Gilman 短編(2) 

13. Charlotte Perkins Gilman 短編(3) 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

考察や疑問点についても、自分の考えをできるだけまとめて来てください。(2021.3.25 変更) 

【変更前】担当者はハンドアウトに要約、登場人物、語句／フレーズ、考察／疑問点をまとめ、口頭で発表することになります。他

の受講者は、それぞれの意見を交換できるよう準備をしてきてください。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(40%)/小テスト(40%)/授業内最終テスト(20%) 

2021.3.25 変更【変更前】最終テスト(Final Test)(40%) 、小テスト(30%) 、授業貢献と発表(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

テクストは授業内で配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 988 - 

■AM091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 １ 

(Introductory Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学 ― その基礎とリサーチ法 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語の特質を理解するとともに、英語学に関する基礎的知識を身に着ける。また、英語学に関するリサーチ方法の基礎を身

に着ける。 

 

Reviewing basics of English philology and the backgrounds of the development of the English language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

英語学の基礎を学びながら、英語とはいかなる性質の言語であるかについて学ぶ。毎回の授業は講義と課題に基づくリサーチと

からなる。授業の前半はその時々のテーマに応じた講義を行い、後半はそれに基づき各自リサーチをし、その結果を文章にまと

め提出する。このような作業を繰り返すことで、講義による受動的な学びだけでなく、自らリサーチを行うことで、能動的に学びを

深める。 

 

This course deals with basics of English philology and of the historical development of English, illustrating the nature of the 

English language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 英語の歴史と特質 

2. OED の使い方 1 

3. OED の使い方 2 

4. OED の使い方 3 

5. 英語の綴りと発音 1 

6. 英語の綴りと発音 2 

7. 口語英語の特質 1 

8. 口語英語の特質 2 

9. 英語の語源 1 

10. 英語の語源 2 

11. 語の意味変化 

12. 英語と Political Correctness 

13. 英米の英語の違い 

14. 英語から生まれた言語 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業の最初に OED の使い方について学びますが、この授業以外でも、日ごろから OED を使っていろいろなことを調べるよう

にすると、英語に関する知識も英語力も高めることが出来ます。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の課題およびリアクションペーパー(80%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 ２ 

(Introductory Lectures 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学入門 

担当者名 

（Instructor） 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文学と米文学それぞれの重要作家や課題を紹介しながら、英米文学専修における学びの可能性を明らかにし、2 年次以降の

学習への基礎を形作る。 

 

This course will introduce students to important authors and topics from English and American literature. Students will also 

learn about the potential of the Course in English and American Literature and prepare fundamental skills for second year 

studies and beyond.  

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は小山が英文学、後半は澤入が米文学の重要な主題について、授業計画に挙げた順序で講義する。できるだけ実

際の作品に触れるように努め、詩の朗読テープや代表作の映画化作品なども活用する。理解度を確かめるために、授業内に数

回小テストを実施する。 

 

Prof. Koyama will teach important themes of English literature in the first half of the semester, and Prof. Sawairi will teach 

important themes of American literature in the second half of the semester. Lectures will take place in the order outlined in the 

class syllabus. Every effort will be made to have students interact with the works featured in class including listening to 

readings of poetry and watching film adaptations. A few quizzes will be given during classes to confirm student understand of 

class content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共同でイントロダクション 

2. シェイクスピアと近代的自我――『リチャード三世』 

3. 小説の興隆と市民性――『ロビンソン・クルーソー』 

4. 社会性か自我か、それが問題だ――『知性と感性』および「西風のオード」＋小テスト 

5. ヴィクトリア朝の光と影――『大いなる遺産』 

6. コロニアリズムと懐疑主義――「王になろうとした男」および「進歩の前哨基地」 

7. 拡散する〈英〉文学――『真夜中の子供たち』＋小テスト 

8. アメリカの理念――「独立宣言」および『草の葉』 

9. 荒野と文明――『自然』および『ハックルベリー・フィンの冒険』 

10. アメリカン・ドリーム――『フランクリン自伝』および『偉大なるギャツビー』＋小テスト 

11. 暴力――「市民としての反抗」および「どこへ行くの、どこにいたの？」 

12. 奴隷制・マイノリティ――『アンクル・トムの小屋』および『アメリカの息子』 

13. ジェンダー・セクシュアリティ――『緋文字』『カラー・パープル』＋小テスト 

14. 共同でテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントの中身を復習し、授業中に言及された文献等を参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内小テスト(40%) 

英米共同の学期末試験（60%）、授業内小テスト（40%）の配分で、それぞれの担当者が個別に出した評価を合算して評価を行な

う。４回以上の欠席は単位取得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内小テストの際に代理回答その他の不正が発覚した場合には単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１ 

(Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英詩の旅 1 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

BBC ラジオ 4 の番組 Poetry Please！で放送されイギリス国民に愛唱されている「旅」をめぐる詩選集を読んで、英米人とわれわ
れ日本人の間に、「旅」をめぐる感情と表現方法に違いがあるかどうかを比較しつつ、自分の愛唱詩を見つけ出す。 

 

Using an anthology of English nation's favourite poems about 'journeys', compiled after broadcast on the popular BBC Radio 4 

programme Poetry Please！ as the course textbook, students will explore Western feelings and expressions of 'journeys' and 

compare them with those of the Japanese. Through that, students will discover their own favourite poems among those in the 

anthology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

イングランド、ウェールズ、スコットランド、海を越えて、アイルランド、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、南北アメリカ、オセアニア

と地球規模で広がる旅の詩集から毎回 1、2 篇を選んで読む。人生の比喩として語られることの多い旅の詩を読むことは、そのま

ま自分の人生について考える旅となるはずだ。日本で紹介されていない詩も多く、毎回自力での格闘が必要とされる。一つの詩

を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、それを糸口にして参加者全員で活発な討論

を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-5 回程度の予定。最初の時間に詳しい授業計画表

を配布。 

 

Students will read 1-2 pieces selected from an anthology of English nation's favourite poems about journeys, globally expanding 

from England, Wales, Scotland and beyond the seas to Ireland, Europe, Middle East, Africa, Asia, North and South Americas, 

Oceania. Reading poems on journeys, which are often used as metaphors of life, will lead to a journey for us to consider our own 

lives. Many poems featured in class are not widely known in Japan, so students are expected to read and interpret the words on 

the page on their own. Multiple students will be assigned to each poem, and each student will prepare handouts and present on 

their assigned poem. Students not presenting will use this information to engage in active debate regarding the work. Students 

can expect to present 3-5 times over the course of the semester. The exact number is subject to change depending on the 

number of students in the course. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。立教時間にアップロードされる英詩のテキストから、毎回扱う詩を授業の前に

予め読んで準備し、授業の後には紹介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

The Nation's Favourite Poems of Jourｎeys (BBC, 2000)は絶版。授業で扱う作品は立教時間に、各回の資料は Google ドライブ

に PDF版をアップロード。 

 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。期末レポートでウェブサイトなどからの

盗用を行なうとその時点で単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２ 

(Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英詩の旅 2 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

BBC ラジオ 4 の番組 Poetry Please！で放送されイギリス国民に愛唱されている「旅」をめぐる詩選集を読んで、英米人とわれわ
れ日本人の間に、「旅」をめぐる感情と表現方法に違いがあるかどうかを比較しつつ、自分の愛唱詩を見つけ出す。 

 

Using an anthology of English nation's favourite poems about 'journeys', compiled after broadcast on the popular BBC Radio 4 

programme Poetry Please！ as the course textbook, students will explore Western feelings and expressions of 'journeys' and 

compare them with those of the Japanese. Through that, students will discover their own favourite poems among those in the 

anthology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

イングランド、ウェールズ、スコットランド、海を越えて、アイルランド、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、南北アメリカ、オセアニア

と地球規模で広がる旅の詩集から毎回 1、2 篇を選んで読む。取り上げる詩は演習 B1（春学期）で扱わなかったもの。人生の比

喩として語られることの多い旅の詩を読むことは、そのまま自分の人生について考える旅となるはずだ。日本で紹介されていない

詩も多く、毎回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表し

てもらい、それを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人

3-5 回程度の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

Students will read 1-2 pieces selected from an anthology of English nation's favourite poems about journeys, globally expanding 

from England, Wales, Scotland and beyond the seas to Ireland, Europe, Middle East, Africa, Asia, North and South Americas, 

Oceania. Poems will be selected from those which were not dealt with in Seminar B1 (Spring Semester). Reading poems on 

journeys, which are often used as metaphors of life itself, will lead to a journey for us to consider our own lives. Many poems 

featured in class are not widely known in Japan, so students are expected to read and interpret the words on the page on their 

own. Multiple students will be assigned to each poem, and each student will prepare handouts and present on their assigned 

poem. Students not presenting will use this information to engage in active debate regarding the work. Students can expect to 

present 3-5 times over the course of the semester. The exact number is subject to change depending on the number of 

students in the course. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 英詩の読解 1 

3. 英詩の読解 2 

4. 英詩の読解 3 

5. 英詩の読解 4 

6. 英詩の読解 5 

7. 英詩の読解 6 

8. 英詩の読解 7 

9. 英詩の読解 8 

10. 英詩の読解 9 

11. 英詩の読解 10 

12. 英詩の読解 11 

13. 英詩の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。立教時間にアップロードされる英詩のテキストから、毎回扱う詩を授業の前に

予め読んで準備し、授業の後には紹介された関連文献も参照して詩の把握を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

4 回以上欠席すると単位取得は不可能になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

The Nation's Favourite Poems of Jourｎeys (BBC, 2000)は絶版。授業で扱う作品は立教時間に、各回の資料は Google ドライブ

に PDF版をアップロード。 

 

参考文献（Readings） 

折に触れて教室で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。期末レポートでウェブサイトなどからの

盗用を行なうとその時点で単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 996 - 

■AM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ３ 

(Seminars B3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、シェイクスピアの代表作のひとつ『ロミオとジュリエット』を精読することで、以下のような学びを得ることを目標とする。 

1. 初期近代英語を読む力をつける。 

2. 初期近代イングランド演劇に関する基本的な知識を身につける。 

3. 文学作品を批評的に読み、それを発信する力を身につける。 

 

The objective of this course is that, through the close reading of one of Shakespeare's representative works, Romeo and Juliet, 
students will improve their abilities as follows:  

1. Students will improve their reading ability of Early Modern English. 

2. Students will acquire basic knowledge of Early Modern theatre. 

3. Students will cultivate the capacity for the critical reading of a literary text and express themselves about it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 シェイクスピアの戯曲の中でもよく知られた作品のひとつである『ロミオとジュリエット』の原文を、演習形式でじっくりと精読する。

毎回、担当者による発表を行うとともに、受講者全員で作品に関するディスカッションを行う。 

 『ロミオとジュリエット』は、イタリアの教訓的な説話を材源としながら、物語のテーマを逆転させ、若い男女の自由恋愛を肯定的

に描いている点で、ルネサンス期における価値観の転換をよく表している作品である。作品の精読を通じて、こうした歴史的・文

化的背景を学ぶとともに、「ジェンダーと父権制」、「ルネサンスにおける自己の成型」といった作品理解の重要なテーマについて

も考える。 

 なお、本授業は授業開始時期のコロナウィルス感染状況に応じて、オンライン授業と対面授業を併用する予定である。 

 

Students will closely read the original text of one of Shakespeare's best-known tragedies, Romeo and Juliet, in a seminar style. 

Each week, assigned students will make their presentations on the work and, then, all students in the course should participate 

in the discussion.  

Romeo and Juliet is often thought as a good example of the epistemological change that happened in Renaissance. Though 

based on an Italian tale which admonishes the young reader for their free love in disregard for the parents’ intentions, the play 

transforms its moral lesson into the celebration of their love. Through the close reading of the play, students will learn about 

the play's historical and cultural background and consider the important themes like “the patriarchal system and gender” and 

“Renaissance self-fashioning”. 

  This course will be delivered either in-person or online, according to the circumstances concerning the coronavirus spread. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピア時代の英語についての基礎演習 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

4. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

5. 発表とディスカッション：第 1 幕（3） 

6. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

12. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

13. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

14. 作品全体についてのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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発表者は、担当箇所の議論のポイントをまとめた資料を準備する（詳しくは授業時間内に指示する）。また、受講者全員が、毎

回、該当箇所の英文について予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、発表および授業貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／岩崎宗治編注. 1988. Romeo and Juliet. 大修館書店 (ISBN:978-4469142600) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ４ 

(Seminars B4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『ロミオとジュリエット』の批評的・演劇的な受容 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、春学期に精読した『ロミオとジュリエット』に関する以下のような多様なアクティヴィティを行い、作品を多角的に考

察し、作品についての批評的理解をさらに深める。 

（1）作品の批評を読解する。 

（2）現代における上演や映画版などの映像作品を鑑賞し、それについて議論する。 

（3）グループごとに、各グループの解釈に基づいたドラマ・リーディングの最終プレゼンテーションを行う。 

 

In this course, students will carry out such various activities as listed below on  Romeo and Juliet , the play read in the spring 

term, through which they will examine the tragedy from multiple angles and deepen their critical understanding of it:  

(1) To read critical essays on the play. 

(2) To watch performance videos and film versions of the play and have discussions about them. 

(3) To form groups and each group will make a drama-reading presentation based on the group's interpretation of the play. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ロミオとジュリエット』に関する論文を読み、この作品に着想を得たアダプテーション作品や上演を多数鑑賞したうえで、グルー

プ・ディスカッションを中心に、『ロミオとジュリエット』が持つ現代性について考察していく。最終的には、各グループが『ロミオとジ

ュリエット』の一場面を実際に上演することを含む、自分たちの解釈を反映させたグループ発表を行う。 

 なお、本授業は授業開始時期のコロナウィルス感染状況に応じて、オンライン授業と対面授業を併用する可能性がある。 

 

Students will consider the modern and all-time elements of  Romeo and Juliet  by reading critical essays on the play, 

watching modern performances and film versions of the play, and having group discussions. Finally, each group will be required 

to make a presentation that includes their own drama-reading performance of scenes from  Romeo and Juliet , which should 

reflect each group's interpretation of the play. 

  This course will be delivered either in-person or online, according to the circumstances concerning the coronavirus spread. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『ロミオとジュリエット』に関する批評読解（1） 

3. 『ロミオとジュリエット』に関する批評読解（2） 

4. フランコ・ゼフィレッリ監督『ロミオとジュリエット』（1968） 

5. バズ・ラーマン監督『ロミオ＋ジュリエット』（1996） 

6. 蜷川幸雄演出『ロミオとジュリエット』（2005）（1） 

7. 蜷川幸雄演出『ロミオとジュリエット』（2005）（2） 

8. ドミニク・ドロムグール演出『ロミオとジュリエット』（2009）（1） 

9. ドミニク・ドロムグール演出『ロミオとジュリエット』（2009）（2） 

10. リハーサル（1） 

11. リハーサル（2） 

12. 上演発表会（1） 

13. 上演発表会（2） 

14. 最終ディスカッションと全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではグループ・ワークやグループディスカッションを重視するため、予習として全員が、取り扱う作品に関する資料や関連する

作品の情報を調べるなど、自分の意見を述べる準備をして、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時における貢献度(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／岩崎宗治編注. 1988. Romeo and Juliet. 大修館書店 (ISBN:978-4469142600) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ５ 

(Seminars B5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ウィリアム・ゴールディング Lord of the Flies 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの劇 Tempest を始めとして、島という空間はイギリス文学 (および西欧の文学)にとって常に世界のメタファーで

ありつづけてきました。島が持っている空間的限定性は、植民・経済・政治という問題を寓話的な形で探究するトポスとして利用さ

れつづけてきたのです。 

 

春学期は、20 世紀の小説家 William Golding (1911-93) のデビュー作にして代表作のひとつ Lord of the Flies (1954) の精読・

分析を通じて、小説におけるトポグラフィカルな想像力と経済・政治の結びつきを考察します。また、英文テクスト読解の技術を向

上させます。 

 

Ever since Shakespeare wrote the play Tempest, islands have functioned as a metaphor of the world for English and Western 

literature. Authors have continually made use of the spatial limitations of islands to explore the problematics of colonialism, 

economy and politics in an allegorical way.  

 

In the spring semester, we will conduct a close reading of Lord of the Flies (1954) by the British novelist William Golding (1919-

93). Through the analysis of the work, the class will consider the realisation of topographical imagination in novels and and how 

it connects to the issues of economy and politics. This course will also aim at fostering the English reading comprehension skills 

of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全体を 12セクションに分けます。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てます。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2)  作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらいます。 

 

The work will be divided into 12 sections. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each session will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned part 

of the text (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background, definitions of proper nouns, etc. 

and (3) an analysis of the assigned part. The presentation group must send their handout to both the commenting group and the 

teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the remainder of students on 

the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the work. 

After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 
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The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class. The translation group 

is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておい

てください。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備えてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Golding. 2006. Lord of the Flies. Penguin (ISBN:978-3125738096) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ６ 

(Seminars B6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ダニエル・デフォー Robinson Crusoe 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの劇 Tempest を始めとして、島という空間はイギリス文学 (および西欧の文学)にとって常に世界のメタファーで

ありつづけてきました。島が持っている空間的限定性は、植民・経済・政治という問題を寓話的な形で探究するトポスとして利用さ

れつづけてきたのです。 

 

秋学期は、イギリスの「島小説」の原型と言うべき Daniel Defoe (1660-1731) の作品 Robinson Crusoe (1719) の精読・分析を通

じて、小説におけるトポグラフィカルな想像力と経済・政治の結びつきを考察します。また、英文テクスト読解の技術を向上させま

す。 

 

Ever since Shakespeare wrote the play Tempest, islands have functioned as a metaphor of the world for English and Western 

literature. Authors have continually made use of the spatial limitations of islands to explore the problematics of colonialism, 

economy and politics in an allegorical way.  

 

In the spring semester, we will conduct a close reading of Robinson Crusoe (1719), an archetypal "island novel" in English, by 

the British novelist Daniel Defoe (1660-1731). Through the analysis of the work, the class will consider the realisation of 

topographical imagination in novels and and how it connects to the issues of economy and politics. This course will also aim at 

fostering the English reading comprehension skills of the students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全体を 12セクションに分けます。 

 

「発表者グループ」「翻訳グループ」「質問者グループ」のサイクルを割り当てます。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2)  作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や

固有名詞などについて] (3) 担当箇所の内容分析 をプリントにまとめ、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信

しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表を行なう。 

 

質問グループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検討

する) を複数個考えておく。授業では、作品理解のための質問を質問グループから発表する。 

 

翻訳グループ――作品に関連する英文をプリントで配布するので、 個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、できるだけ質の良

い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に提出のこと。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを書いてもらいます。 

 

The work will be divided into 12 sections. 

 

A presentation group, a translation group, and a question group for each session will be appointed. All students will be assigned 

one presentation, one translation and one question task during the semester. The responsibilities of each group are as follows: 

 

All members of the presenting group will work together to create a presentation containing (1) a summary of the assigned part 

of the text (2) notes to aid the understanding of the work [cultural and historical background, definitions of proper nouns, etc. 

and (3) an analysis of the assigned part. The presentation group must send their handout to both the commenting group and the 

teacher before the class session. The presenting group members will distribute their handout to the remainder of students on 

the day of the class and make a presentation. 

 

The question group will read the handout in advance and prepare questions to improve the class’ understanding of the work. 

After the presenting group finishes their presentation, members of the question group will provide their questions to the 

presenters. 
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The translating group will be responsible for translating English passages related to the work. The group will work together to 

prepare their best translation. The teacher will correct the translation and provide comments during class. The translation group 

is expected to email their completed translation to the teacher at least 3 days prior to the class. 

 

All students will write several response papers over the duration of the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておい

てください。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備えてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Daniel Defoe. 2007. Robinson Crusoe. Oxford World's Classics (ISBN:978-0199553976) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1004 - 

■AM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ７ 

(Seminars B7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century American Fiction and Poetry : The Beat Generation 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The focus of this course is to read, interpret, and write about the poetry and fiction of the American “Beat Generation”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This survey of mid-20th century American literature examines a selection of key “Beat Generation” works in the context of the 

ever-shifting cultural and historical multiplicity of the post-WWII American experience. Charting the many voices and 

perspectives of this experience, this course will follow the various incarnations of the “Beat” against the background of the 

political, cultural, and spiritual upheaval of mid-century America. Students are expected to attend class every week and 

participate actively in each of the class sessions. Students will be expected to complete all of the weekly readings and writing 

assignments. And all students are required to submit (and revise) a research paper on one of the texts discussed during the 

course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

Film Viewing:  The Source  (1999) 

2. Jack Kerouac 

Excerpt from On The Road 

“Essentials of Spontaneous Prose” and “Belief & Technique for Modern Prose” 

3. Allen Ginsberg 

“Howl” and “Footnote to Howl” 

4. William S. Burroughs 

Excerpts from Junky and Naked Lunch 

5. Alan Watts 

“Beat Zen, Square Zen, and Zen” 

6. Gregory Corso (“I am 25,” “The Mad Yak,” “Vision of Rotterdam,” “Bomb,” and “Marriage”) 

Kenneth Rexroth (“Thou Shalt Not Kill” and “Poems from the Japanese”) 

7. Lawrence Ferlinghetti (“Dog,” “Constantly Risking Absurdity,” and “In Goya’s Greatest Scenes") 

Michael McClure (“Peyote Poem”) 

8. Gary Snyder (“Mid-August at Sourdough Mountain Lookout,” “Milton by Firelight,” and “Riprap,”) 

Philip Whalen (“Sourdough Mountain Lookout” and “The Dim View of Berkeley in the Spring”) 

9. Film Viewing: Robert Frank’s Pull My Daisy (1958) 

10. Philip Lamantia (“High”)   

Lew Welch (“Chicago Poem”) 

Bob Kaufman (“Round About Midnight”) 

11. Amiri Baraka (“In Memory of Radio”)   

Ray Bremser (“Funny Lotus Blues…”) 

Diana DiPrima (“Three Laments” and “Song for Baby-O, Unborn”) 

12. Bob Dylan (“Blowin’ in the Wind” and “The Times They are a-Changin’”)  

Tuli Kupferberg (“Greenwich Village of my Dreams” and excerpt from 1001 Ways to Beat the Draft) 
13. John Wieners (“A Poem for Record Players” and “A Poem for Tea Heads”)  

Charles Bukowski (Excerpt from Notes of a Dirty Old Man) 

14. Final Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The weekly readings and assignments required during this course will require about 2 hours of dedicated study to prepare for 

each class session. In addition to this schedule, students will also be required to spend time on the research, writing, and 

revision of an essay focusing on one of the authors discussed during the term. Also, students must prepare and deliver an oral 

presentation as the final project of the course. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Final Presentation(30%)/In-Class Activities(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ann Charters. 2003. The Portable Beat Reader. Penguin (ISBN:9780142437537) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The reading schedule outlined in this syllabus is to be used for reference purposes only. A more detailed reading schedule 

(including the titles of each of the poems for each week) will be provided prior to each class session of the course. 

 

This course will use a Google Classroom site for all assignments, Zoom links, and information updates. The "sign-in code" for 

this Google Classroom site will be provided to the students through the Rikkyo Jikan service during the beginning of the term. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ８ 

(Seminars B8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century American Fiction and Poetry: The Postmodern Period 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The focus of this course is to read, interpret, and write about the poetry and fiction of the American "Postmodern Period". 

 

授業の内容（Course Contents） 

Postmodern visions of the world, reality and imagination, fact and fiction, meta-narrative and metafiction, will be traced through 

a number of characteristic literary works. During this course the drama of the American postmodern experience will be 

analyzed, appreciated, and critiqued. Students are expected to attend class every week and participate actively in each of the 

class sessions. Students will be expected to complete all of the weekly readings and writing assignments. And all students are 

required to submit (and revise) a research paper on one of the texts discussed during the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Postmodernity and the Postmodern 

1. Course syllabus, class rules, and general introduction 

2. Introduction to the ideas, texts, and problems of the postmodern and postmodernity 

3. Discussion of some of the major points raised in the texts 

2. Donald Barthelme and Richard Brautigan 

Reading: PAF 26-36; 38-41. 

3. William H. Gass and Kurt Vonnegut, Jr. 

Reading: PAF 66-83; 85-93. 

4. Don DeLillo and Jean Baudrillard 

Reading: PAF 527-36; 631-36. 

5. Lynne Tillman, Mark Leyner, and Fredric Jameson 

Reading: PAF 121-24; 242-54; 654-64. 

6. Tim O’Brien and Curtis White 

Reading: PAF  174-82; 256-62. 

7. Laurie Anderson and Robert Coover 

Reading: PAF  216-25; 226-40. 

8. Leslie Marmon Silko, Sherman Alexie, and Trinh T. Minh-Ha 

Reading: PAF  322-30; 342-44; 649-53. 

9. E. L. Doctorow and David Foster Wallace 

Reading: PAF 332-37; 362-92. 

10. John Barth 

Reading: PAF 416-43.  

11. William Gibson and Ursula K. Le Guin 

Reading: PAF 512-18; 520-25. 

12. J. Yellowlees Douglas, Michael Joyce, and Terry Harpold 

Reading: PAF 574-75; 577-80; 637-48. 

13. Joanna Russ, Shelley Jackson, and Donna Haraway 

Reading: PAF 537-47; 603-21. 

14. Final Oral Presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The weekly readings and assignments required during this course will require about 2 hours of dedicated study to prepare for 

each class session. In addition to this schedule, students will also be required to spend time on the research, writing, and 

revision of an essay focusing on one of the poems discussed during the term. Also, time will be required for the preparation of 

the final oral presentation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 

 - 1007 - 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Final Presentation(30%)/In-Class Activities(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Geyh, P., Leebron, F. G., and Levy, A.. 1998. Postmodern American Fiction: A Norton Anthology. Norton (ISBN:978-

0393316988) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This course will use a Google Classroom site for all assignments, Zoom links, and information updates. The "sign-in code" for 

this Google Classroom site will be provided to the students through the Rikkyo Jikan service during the beginning of the term. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ９ 

(Seminars B9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における奇妙な家族（１） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of American 

literary works and build their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカにおける「家族」とは何を意味するだろうか。建国時から現在にいたるまで、アメリカにおいて家族は重要な政治的メタファ

ーとして機能し続けてきた。母国イギリスに反旗を翻し、「親から独立した若き子」として誕生したアメリカにとって、家族は自然と

国家像を反映したものとなる。ジェファソン、ワシントンら建国に関わった政治家たちがアメリカ建国の理想を体現し、「建国の父」

と称されることも、家族制度の政治化の一例として見ることができる。アメリカにおける家族とは、他の国々と比べ、どれほど特殊

であり、どのような特質を有しているのだろうか。 

 

上記の問題意識を念頭に、本演習では「家族」をテーマにした、著名なアメリカ文学短編作品を読解する。扱う作家は Nathaniel 

Hawthorne, Mary E. Wilkins Freeman, James Baldwin, Raymond Carver などを予定している。どの作品も既存の家族の概念を揺

るがす視座を示しており、彼らの作品を検討することは、現在われわれが有している家族観の再考を促すことになるであろう。 

 

What does the concept of a "family"signify in America? The family has always been an important metaphor that symbolizes the 

body politic of the United States from its foundation. Liberated from Britain's control and metaphorically born as an orphan who 

abandoned the parent, the United States has relied on the metaphor of a family to understand itself as an affectively unified 

nation. It is not without reason that those who contributed to the nation's founding--Thomas Jefferson, George Washington, to 

name a few--are called "the Founding Fathers." What characteristics does the American family possess, the qualities that 

differentiate itself from those found in other nations?  

 

With this point of inquiry in mind, this seminar examines short stories in American literature that deal with the topic of a family 

in unique ways. We will read famous stories written by Nathaniel Hawthorne, Mary E. Wilkins Freeman, James Baldwin, Raymond 

Carver, and others. These stories encourage us to radically reconsider the configuration of a family in our modern society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解：Nathaniel Hawthorne, “Wakefield”  

3. 作品読解：Nathaniel Hawthorne, “My Kinsman, Major Molineux” (1) 

4. 作品読解：Nathaniel Hawthorne, “My Kinsman, Major Molineux” (2) 

5. 作品読解：Mary E. Wilkins Freeman, “A New England Nun”  

6. 作品読解：Mary E. Wilkins Freeman, “The Revolt of the 'Mother'”  

7. 作品読解：James Baldwin, “Sonny's Blues” (1) 

8. 作品読解：James Baldwin, “Sonny's Blues” (2) 

9. 作品読解：James Baldwin, “Sonny’s Blues” (3) 

10. 作品読解：Raymond Carver, “Will You Please Be Quiet, Please?” 

11. 作品読解：Raymond Carver, “Neighbors”  

12. 作品読解：Raymond Carver, “Where I’m Calling From” 

13. レポート作成講座 

14. レポート質問受付 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  
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＊辞書を丹念に引きながら原文テクストを読むなど、英語の学習に対して積極的な姿勢が求められる。 

 

＊毎週 300 字程度のレスポンスペーパーの提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のレスポンスペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み

(15%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

すべてコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１０ 

(Seminars B10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における奇妙な家族（2） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。  

 

Students in this course will improve their reading comprehension skills through conducting an intensive reading of an American 

literary work and build their interpretations with a conscious understanding of the work’s background, historical period, and 

literary context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカにおける「家族」とは何を意味するだろうか。建国時から現在にいたるまで、アメリカにおいて家族は重要な政治的メタファ

ーとして機能し続けてきた。母国イギリスに反旗を翻し、「親から独立した若き子」として誕生したアメリカにとって、家族は自然と

国家像を反映したものとなる。ジェファソン、ワシントンら建国に関わった政治家たちがアメリカ建国の理想を体現し、「建国の父」

と称されることも、家族制度の政治化の一例として見ることができる。アメリカにおける家族とは、他の国々と比べ、どれほど特殊

であり、どのような特質を有しているのだろうか。 

 

上記の問題意識を念頭に、本演習では Edith Wharton, Summer (1917)を読解する。この作品は＜奇妙な家族像＞を描くことで既

存の家族の概念を揺るがす視座を示しており、本作品を検討することは、現在われわれが有している家族観の再興を促すことに

なるであろう。 

 

What does the concept of a "family"signify in America? The family has always been an important metaphor that symbolizes the 

body politic of the United States from its foundation. Liberated from Britain's control and metaphorically born as an orphan who 

abandoned the parent, the United States has relied on the metaphor of a family to understand itself as an affectively unified 

nation. It is not without reason that those who contributed to the nation's founding--Thomas Jefferson, George Washington, to 

name a few--are called "the Founding Fathers." What characteristics does the American family possess, the qualities that 

differentiate itself from those found in other nations?  

 

With this point of inquiry in mind, this seminar examines Edith Wharton's novel, Summer (1917). Exploring the formation of what 

might be termed "queer family," this novel encourages us to radically reconsider the configuration of a family in our modern 

society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品読解（１） 

3. 作品読解（２） 

4. 作品読解（３） 

5. 作品読解（４） 

6. 作品読解（５） 

7. 作品読解（６） 

8. 作品読解（７） 

9. 作品読解（８） 

10. 作品読解（９） 

11. 作品読解（１０） 

12. 作品読解（１１） 

13. レポート作成講座 

14. レポート質問受付 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。  
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＊辞書を丹念に引きながら原文テクストを読むなど、英語の学習に対して積極的な姿勢が求められる。 

 

＊毎週 300 字程度のレスポンスペーパーの提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎週のレスポンスペーパー(30%)/発表(15%)/ディスカッションへの貢献度、授業への取り組み

(15%) 

欠席三回に達すると自動的に単位修得不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edith Wharton. 2001. Ethan Frome & Summer. Modern Library Classics (ISBN:978-0375757280) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１１ 

(Seminars B11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
#MeToo文学ことはじめ（１） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の中編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

This seminar intends to read a novella closely and analyze its narrative and story. In so doing, students are required to broaden 

their knowledge of American literary modes and themes, in addition to improve their reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2017 年、アメリカでは MeToo と呼ばれる運動が進展し、性暴力やハラスメントにより女性や性的マイノリティを支配してきた者た

ちを公に弾劾して成果をあげた。多くの国に広がった運動は、しかし、フェミニズムの諸潮流による歴史的主張の実践であり、文

学にも今日的な争点がすでに脈々と描かれてきた。これを受け、現在アメリカでは MeToo という枠組みから、文学における家父

長制批判の潮流を整理する試みが生起している。本演習はそれに呼応し、「MeToo 文学」と呼べる作品を体系的に分析し、文学

が問題化するジェンダーの諸モードを理解することを目的とする。このセクションでは、おそらく同国では最古の MeToo小説と呼

ぶことのできる Hannah Webster Foster, The Coquette (1797) の精読を核として、フェミニズム批評の可能性を考察する。 

 

Since 2017, a huge explosion of the movement called MeToo has riveted public attention to those who attempt to control 

women and minorities by sexual violence, abuse, and harassments, and promoted critical awareness to their criminality. The 

movement having spread worldwide is, however, a present-day practice giving voice to historical arguments which a variety of 

authors have already  dramatized in their literary works. Thus, MeToo is now also understood as a literary framework that 

enables us to grasp a feminist intellectual tradition having critiqued patriarchy and misogyny. In response to this trend, this 

seminar aims to systematically read various related works and eventually envision the body of American MeToo literature, while 

examining its feminist critical possibility. In this section, students are assigned to read Hannah Webster Foster's novella The 
Coquette (1797), evidently the oldest MeToo work in the U.S. literary history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. #MeToo運動に関する講義・ディスカッション 

3. 映像演習 

4. The Coquette (1) 

5. The Coquette (2) 

6. The Coquette (3) 

7. The Coquette (4) 

8. The Coquette (5) 

9. The Coquette (6) 

10. The Coquette (7) 

11. The Coquette (8) 

12. 批評研究 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を中心に進められる。各自２回の発表には特段に慎重

な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課題

は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Foster, Hannah Webster. 2004. The Coquette: The History of Eliza Wharton. CreateSpace (ISBN:978-1514883952) 

 

参考文献（Readings） 

1. フォスター、ハナ・ウェブスター、2017、『コケット、あるいはエライザ・ウォートンの物語』、松柏社 (ISBN:978-4775400357) 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は、秋学期に連続して開講される演習Ｂ１２とセットでしか履修することはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１２ 

(Seminars B12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
#MeToo文学ことはじめ（２） 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

作品解釈能力と英語力を向上すべく、数編の短編小説とその関連文献を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文

学に関するより広範な知識を修得する。 

 

This seminar intends to read several short stories and related proses closely and analyze their narratives and stories. In so 

doing, students are required to broaden their knowledge of American literary modes and themes, in addition to improve their 

reading as well as analytical skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2017 年、アメリカでは MeToo と呼ばれる運動が進展し、性暴力やハラスメントにより女性や性的マイノリティを支配してきた者た

ちを公に弾劾して成果をあげた。多くの国に広がった運動は、しかし、フェミニズムの諸潮流による歴史的主張の実践であり、文

学にも今日的な争点がすでに脈々と描かれてきた。これを受け、現在アメリカでは MeToo という枠組みから、文学における家父

長制批判の潮流を整理する試みが進んでいる。本演習はそれに呼応し、「#MeToo文学」と呼べる作品を体系的に分析し、文学

が問題化するジェンダーの諸モードを理解することを目的とする。このセクションでは、アメリカ・フェミニストの草分けとして名高い

Charlotte Perkins Gilman のテクストに描かれる多様な問題を分析したのち、より近年の作家の作品を読むことで、性的異議申し

立てにおける文学の中心性を確認する。 

 

Since 2017, a huge explosion of the movement called MeToo has riveted public attention to those who attempt to control 

women and minorities by sexual violence, abuse, and harassments, and promoted critical awareness to their criminality. The 

movement having spread worldwide is, however, a present-day practice giving voice to historical arguments which a variety of 

authors have already dramatized in their literary works. Thus, MeToo is now also understood as a literary framework that 

enables us to grasp a feminist intellectual tradition having critiqued patriarchy and misogyny. In response to this trend, this 

seminar aims to systematically read various related works and eventually envision the body of American #MeToo literature, 

while examining its feminist critical possibility. In this section, students are assigned to read various stories by Charlotte Perkins 

Gilman, an acclaimed pioneer of American feminism, and important pieces by more recent women authors, together with a male 

author's representation of sexual politics. Through the analysis of those texts, students are required to understand the major 

role of literature in the field of gender dissent. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. Charlotte Perkins Gilman (1) 

3. Charlotte Perkins Gilman (2) 

4. Charlotte Perkins Gilman (3) 

5. Charlotte Perkins Gilman (4) 

6. Charlotte Perkins Gilman (5) 

7. Charlotte Perkins Gilman (6) 

8. 映像演習（１） 

9. 映像演習（２） 

10. Alice Walker 

11. Joyce Carol Oats 

12. Raymond Carver 

13. グループワーク（1） 

14. グループワーク（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎重

な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課題

は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gilman, Charlotte. 2009. The Yellow Wallpaper and Other Stories. Oxford (ISBN:978-0199538843) 

Walker, Oats, Carver についてはプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は、秋学期に連続して開講される演習Ｂ１１とセットでしか履修することはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１３ 

(Seminars B13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部作家と同性愛表象 (1) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高めます。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own as well as enhance self-expression skills in both Japanese and 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では，ニューオーリンズに生まれた劇作家，リリアン・ヘルマンの『子どもの時間』（The Children's Hour）を精読します。
その際，クィア批評の視点を導入しながら作品を分析します。 

 アメリカ演劇は，その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し，直接のメッセージを発信す

るという政治的狙いが際立つジャンルです。そこからは，アメリカ的なる価値観についての審美的かつ社会的な洞察を得ることが

できます（が，創造的な演劇の作り手は，しばしばそうした価値観から逸脱します）。このような幅広い可能性を念頭に，このクラス

では，女性の自立や自由をめぐる劇作家へルマンの主張を読み解き，戯曲が書かれた 1930 年代当時のアメリカ社会を支配して

いた優生学や同性愛嫌悪の言説について考察します。 

 授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを用意して，担当範囲のあらすじを述べ，英語表現の細部を解説しま

す。また，作品の解釈に関する英語の質問を用意して，受講者全員に英作文の形で回答してもらいます。その後，お互いの回答

を確認する英語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行います。加えて，関

連する論文の読解や，原作と映画化作品の比較なども行います。なお，英作文は，翌週，添削のうえ，受講者ひとりひとりに返却

されます。 

 

 In this course, we will attempt a close reading of The Children's Hour, a play written by Lillian Hellman, who was born in New 

Orleans. In doing so, students will be encouraged to analyze the text from a critical perspective in light of queer studies. 

 American theater, in addition to its commercial entertainment value, has its political goal of sending direct messages to the 

audiences that share the same theatrical space. Therefore, it can provide us with an aesthetic as well as social insight into 

American values (from which creative dramatists often deviate). With such broad possibilities in mind, this seminar examines 

Hellman's vision of women's autonomy and liberation, reconsidering the discourse of eugenics and homophobia prevalent in 

American society during the 1930s. 

 During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a summary and detailed linguistic 

explications of the assigned text. They will also ask English questions about interpretive possibilities of the assigned text, and 

class participants will answer these questions through written English statements. Next, students will compare answers with 

their fellow classmates through English group discussions before taking part in a class debate conducted in Japanese. Other 

class activities include a reading of related critical essays as well as a comparison between the original text and its film 

adaptation. English compositions will be returned to each student the following week with comments and corrections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. The Children's Hour を読む(１) 

3. The Children's Hour と関連文献を読む(１) 

4. The Children's Hour を読む(２) 

5. The Children's Hour と関連文献を読む(２) 

6. The Children's Hour を読む(３) 

7. The Children's Hour と関連文献を読む(３) 

8. The Children's Hour を読む(４) 

9. The Children's Hour と関連文献を読む(４) 

10. The Children's Hour を読む(５) 

11. The Children's Hour と関連文献を読む(５) 

12. The Children's Hour を読む(６) 
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13. The Children's Hour と関連文献を読む(６) 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読したうえで授業にのぞんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英作文の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lillian Hellman. 19539. The Children's Hour. Dramatists Play Service (ISBN:978-0822202059) 

関連文献については，学期開始後，担当教員が PDFを Blackboard にアップします。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，必ず事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 授業は，状況が許す限り対面で行いますが，オンライン授業を隔週ないしはそれ以上の頻度で実施する必要が生じることも予

想されます。隣接する時間帯に別の授業を受講する予定のある方は，その点を念頭において履修の予定を組んでください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１４ 

(Seminars B14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部作家と同性愛表象 (２) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高めます。 

 

Through the intensive reading of literary texts, students will develop a personally/socially imaginative understanding of those 

who have different values and backgrounds from their own as well as enhance self-expression skills in both Japanese and 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では，ニューオーリンズに生まれた小説家，トルーマン・カポーティの『ティファニーで朝食を』（Breakfast at Tiffany's）を
精読します。その際，クィア批評の視点を導入しながら作品を分析します。 

 多くの人は、オードリー･ヘップバーンが主演したハリウッド映画を通じてこの作品に親しんでいることでしょう。しかしながら，カ

ポーティの原作は，同性愛の主題を扱い，異性愛ロマンスのハッピーエンドを拒んでいる点において，映画版とは決定的に異なっ

ています。興味深いことに，原作の小説中には，同性愛を扱うリリアン･ヘルマンの戯曲，『子どもの時間』へのほのめかしがあり，

ヘップバーンは，『ティファニーで朝食を』のヒロインと同時に『子どもの時間』の映画版でもその主要キャラクターを演じています。

このような偶然（あるいは必然）を念頭に，このクラスでは，女性の自立や性的解放をめぐるカポーティの主張を読み解き，小説が

書かれた 1950 年代当時のアメリカ社会を支配していたマッカーシズムや同性愛嫌悪の言説について考察します。 

 授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを用意して，担当範囲のあらすじを述べ，英語表現の細部を解説しま

す。また，作品の解釈に関する英語の質問を用意して，受講者全員に英作文の形で回答してもらいます。その後，お互いの回答

を確認する英語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行います。加えて，関

連する論文の読解や，原作と映画化作品の比較なども行います。なお，英作文は，翌週，添削のうえ，受講者ひとりひとりに返却

されます。 

 

 In this course, we will attempt a close reading of Breakfast at Tiffany's, a novel written by Truman Capote, who was born in 

New Orleans. In doing so, students will be encouraged to analyze the text from a critical perspective in light of queer studies. 

 Many people have been acquainted with this story through its film adaptation, a Hollywood classic starring Audrey Hepburn. 

Capote's original work, however, differs radically from the film version in that it deals with the theme of homosexuality and 

rejects a heteronormative happy ending. Interestingly, the novel contains a subtle allusion to Lillian Hellman's queer play, The 
Children's Hour; moreover, Audrey Hepburn plays the heroine of Breakfast at Tiffany's as well as one of the main characters of 

the film adaptation of The Children's Hour. With such coincidences (or perhaps inevitabilities) in mind, this seminar examines 

Capote's vision of women's autonomy and sexual liberation, reconsidering the discourse of McCarthyism and homophobia 

prevalent in American society during the 1950s. 

 During class hours, assigned teams will distribute handouts for the class containing a summary and detailed linguistic 

explications of the assigned text. They will also ask English questions about interpretive possibilities of the assigned text, and 

class participants will answer these questions through written English statements. Next, students will compare answers with 

their fellow classmates through English group discussions before taking part in a class debate conducted in Japanese. Other 

class activities include a reading of related critical essays as well as a comparison between the original text and its film 

adaptation. English compositions will be returned to each student the following week with comments and corrections. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Breakfast at Tiffany's を読む(１) 

3. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(１) 

4. Breakfast at Tiffany's を読む(２) 

5. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(２) 

6. Breakfast at Tiffany's を読む(３) 

7. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(３) 

8. Breakfast at Tiffany's を読む(４) 

9. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(４) 
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10. Breakfast at Tiffany's を読む(５) 

11. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(５) 

12. Breakfast at Tiffany's を読む(６) 

13. Breakfast at Tiffany's と関連文献を読む(６) 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読したうえで授業にのぞんでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英作文の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Truman Capote. 2011. Breakfast at Tiffany's. Penguin (ISBN:978-0241951453) 

関連文献については，学期開始後，担当教員が PDFを Blackboard にアップします。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 毎回全員が参加する形式の授業ですので，特別に理由のない限り，全回の出席が期待されます。やむをえず欠席する場合に

は，必ず事前に（当日の午前中でもよいので）メールにて担当教員までご連絡をお願いします。 

 授業は，状況が許す限り対面で行いますが，オンライン授業を隔週ないしはそれ以上の頻度で実施する必要が生じることも予

想されます。隣接する時間帯に別の授業を受講する予定のある方は，その点を念頭において履修の予定を組んでください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１５ 

(Seminars B15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
花開くアメリカ・ロマン主義：その代表的な詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 19 世紀のアメリカは詩の時代でした。シガニーらの女性詩人やロングフェローらの炉辺詩人が広く活躍し、民主主義をうたった

ホイットマンが現れました。みずから公刊することなく鋭い詩を丁寧に書きためていたディキンソンもいました。けれども、そのよう

な詩の隆盛をみちびいたのが 19 世紀前半のアメリカのロマン主義詩人たちでした。ロマン主義の詩というと、英国のロマン派詩

人が思い起こされますが、アメリカのロマン派も忘れることはできません。 

 そこで本演習では、アメリカを代表するロマン主義詩人たちの作品をとりあげ、その世界を愉しむことによって、カリキュラム・マ

ップに示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現することを目指します。  

 

 The 19th century was America’s age of poetry. Female poets such as Lydia Sigourney and fireside poets such as Henry 

Wadsworth Longfellow flourished during this time. Walt Whitman and Emily Dickinson also raised their voices in public and in 

private respectively. It was the flowering of romantic poets, however, that led American poetry to a height of prosperity. 

  In this course, students will experience the world of American romantic poetry through understanding their poetic devices and 

imagination. Students will also work towards the goals of gaining a general understanding of British and American literary 

methodology and being able to produce high quality, critical presentations and reports as outlined in the Curriculum Map. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習には、厳密な意味ではロマン主義詩人に分類されない詩人も含まれています。けれどもロマン主義の横幅や奥行きを示

してくれる好例として、それらのロマン主義的な秀作も集めました。なお詩人たちを取り巻いていたアメリカの文化や社会について

もしばしば光を当ててゆきます。文化や社会が理解できなければ、文学を理解したことにはなりません。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当でない参加者もみ

ずからすすんで翫味しなければなりません。 

 

  This seminar contains even those poets who are not usually categorized as romantic. But they are also included to show the 

width and depth of American romanticism. Students will learn about the American culture and society that surrounded romantic 

poets and their works. If one cannot understand the cultural and societal context, they cannot understand its literature. 

  In this seminar, students will produce handouts based on assigned works and present to the class. Those not presenting must 

be active and willing participants in appreciating each work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: ロマン主義とは何か・アメリカのロマン主義とは何か 

2. 英詩の基本 

3. Philip Freneau 

 “The Indian Burying Ground” 

 “The Wild Honey Suckle” 

4. Lydia Sigourney 

 “To the First Slave Ship” 

 “The Indian’s Welcome to the Pilgrim Fathers” 

5. William Cullen Bryant 

 “The Prairies”  

 “To a Waterfowl” 

6. Henry Wadsworth Longfellow 

 “Hymn to the Night”  

 “A Psalm of Life”  

7. Henry Wadsworth Longfellow 

 “The Belfry of Bruges”  

 “Snow-Flakes” 

8. John Greenleaf Whittier 

 “Proem” 

 “Telling the Bees” 
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9. John Greenleaf Whittier 

 from “Snow-Bound” 

10. Oliver Wendell Holmes 

 “Old Ironsides”  

 “The Chambered Nautilus” 

11. Edgar Allan Poe 

 “To Helen”  

 “Annabel Lee” 

12. Edgar Allan Poe 

 “The City in the Sea”  

 “Sonnet—To Science”  

13. Edgar Allan Poe 

 “A Dream within a Dream”  

 “Alone” 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 2. The Library of America (ISBN:094045078X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１６ 

(Seminars B16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トランセンデンタリズムの果実: その代表的な詩作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 春学期に学んだように、19 世紀アメリカの詩の隆盛をみちびいたのはロマン主義詩人たちの活躍でした。けれども、アメリカらし

い新しいロマン主義が展開するのはトランセンデンタリストたちの出現を待たなければなりませんでした。 

 そこで本演習では、トランセンデンタリストたちの詩作を取りあげ、時に風変わりなその特徴を味わうことによって、カリキュラム・

マップに示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現することを目指します。  

 

  As discussed in the Spring semester, romantic poets guided American poetry to its bloom. But it was transcendental poets 

that enabled American poetry to bear fruit, a distinctive fruit distinguishable from that of England. 

  In this course, students will experience the world of transcendental poetry through understanding their poetic devices and 

imagination. Students will also work towards the goals of gaining a general understanding of British and American literary 

methodology and being able to produce high quality, critical presentations and reports as outlined in the Curriculum Map. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習には、女性詩人オズグッドや『白鯨』で知られる作家メルヴィル等、一般的にはトランセンデンタリストに分類されない文

人の作品も含まれています。けれども、19 世紀アメリカ詩の横幅や奥行きを示してくれる好例として、それらの秀作も集めました。

なお詩人たちを取り巻いていたアメリカの文化や社会についてもしばしば光を当ててゆきます。文化や社会が理解できなければ、

文学を理解したことにはなりません。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます。担当でない参加者もみ

ずからすすんで翫味しなければなりません。 

 

  This seminar contains even those poets who are not usually categorized as transcendental. But they are also included to 

show the width and depth of American romanticism. Students will learn about the American culture and society that surrounded 

transcendental poets and their works. If one cannot understand the cultural and societal context, they cannot understand its 

literature. 

  In this seminar, students will produce handouts based on assigned works and present to the class. Those not presenting must 

be active and willing participants in appreciating each work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

 19 世紀アメリカ文化史 

2. トランセンデンタリズムとは何か 

3. Ralph Waldo Emerson 

 “The Snow-Storm” 

 “Brahma” 

4. Ralph Waldo Emerson 

 “Each and All” 

 “Days” 

5. Jones Very 

 “The New Birth”  

 “The Dead” 

6. Jones Very 

 “The Prayer”  

 “The Columbine” 

7. Henry David Thoreau 

 “Sic Vita”  

 “Fog” 

8. Henry David Thoreau 

 “The Inward Morning”  

 “(Light-winged) Smoke” 
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9. Frances Sargent Osgood 

 “Won’t you die & be a spirit”  

 “The Lady’s Mistake” 

10. Walt Whitman 

 “Song of Myself,” section 1 

 “Song of Myself,” section 21 

11. Walt Whitman 

 “Song of Myself,” section 11  

 “Song of Myself,” section 52 

12. Herman Melville 

 “Dupont’s Round Fight”  

 “Pebbles” 

13. Herman Melville 

 “In a Bye-Canal” 

 “Shiloh” 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 1. The Library of America (ISBN:0940450607) 

2. John Hollander, ed.. 1993. American Poetry: The Nineteenth Century, vol. 2. The Library of America (ISBN:094045078X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１７ 

(Seminars B17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語語彙の多様性とその歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語語彙の多様性、多文化性、多義性について、その背後にある英語の歴史や、イギリスをはじめとする英語圏の歴史や文化

にも目を配りながら造詣を深める。また、英語についての様々な角度からのリサーチの方法についても学ぶ。 

 

The objective of this class is to learn about the diverse and multi-cultural nature of English vocabulary, by reading the text book 

as well as by carrying out actual research.   

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では教科書として指定した文献を読みながら、英語語彙の様々な側面について造詣を深める。教科書として使用する

本は、英単語についての短いエッセイ（英文、各 2～3 ページ）が１００編集められたものだが、毎回の授業でどの章を読むかは受

講生の興味に基づいて決める。毎回１～２章ずつ読む予定。それと同時に、教科書として読む文献に倣い、英語について（必ずし

も語彙に限らない）、自分なりに興味のあることや疑問に思うこと、自分なりのちょっとした発見等について、独自のリサーチに基

づいた発表および質疑応答を行うことで、英語と関連する様々な問題のリサーチの仕方について学ぶ。学期末にはその成果をレ

ポートとしてまとめることで、リサーチ結果を文章にまとめる練習もする。 

 

We read one or two chapters from the textbook every time and learn various aspects of English words and phrases such as 

their origins, semantic change or development, cultural backgrounds, etc. In addition, each student is requred to make 

presentations based on his/her own research on some aspect of the English language which he/she find interesting. At the end 

of the semester, each student is also required to write an essay based on one of his/her presentations. Through these 

processes, attendants will learn how to carry out linguistic or philological research and write a thesis in this field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 教科書のイントロダクション講読 1 

3. 教科書のイントロダクション講読 2 

4. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 1 

5. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 2 

6. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 3 

7. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 4 

8. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 5 

9. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 6 

10. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 7 

11. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 8 

12. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 9 

13. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 10 

14. 教科書の本編講読およびリサーチに基づく発表 11 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で読む章はあらかじめよく読んで内容を把握しておくとともに、読んだ部分について、授業中に質問やコメント等が出来るよう

に、気になった点や疑問点等を洗い出しておき、それに基づき授業中に発言してもうと、自分の勉強になると同時に、他の受講生

たちにとっても有益ですので、ぜひそのようにできるように、予習を良くしてもらえればと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発表(40%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books Ltd (ISBN:978-1846684289) 
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参考文献（Readings） 

教科書以外の文献については、授業中にその都度紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１８ 

(Seminars B18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語語彙の多様性とその歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語語彙の多様性、多文化性、多義性について、その背後にある英語の歴史や、イギリスをはじめとする英語圏の歴史や文化

にも目を配りながら造詣を深める。また、英語についての様々な角度からのリサーチの方法についても学ぶ。 

 

The objective of this class is to learn about the diverse and multi-cultural nature of English vocabulary, by reading the text book 

as well as by carrying out actual research.   

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習 B17 と同じ教科書を用い、基本的に同様の作業を行いながら、英語語彙の様々な側面についてさらに造詣を深め

る。教科書として使用する本は、英単語についての短いエッセイ（英文、各 2～3 ページ）が１００編集められたものだが、毎回の

授業でどの章を読むかは受講生の興味に基づいて決める（ただし、演習 B17 とは異なる章を扱う）。毎回１～２章ずつ読む予定。

それと同時に、教科書として読む文献に倣い、英語について（必ずしも語彙に限らない）、自分なりに興味のあることや疑問に思う

こと、自分なりのちょっとした発見等について、独自のリサーチに基づいた発表および質疑応答を行うことで、英語と関連する

様々な問題のリサーチの仕方について学ぶ。学期末にはその成果をレポートとしてまとめることで、リサーチ結果を文章にまとめ

る練習もする。演習 17 から引き続きこのような作業を行うことで、英語学分野におけるリサーチの仕方に慣れ、卒論執筆をも視

野に入れる受講生が出てくれることを期待している。 

 

We read one or two chapters from the textbook every time and learn various aspects of English words and phrases such as 

their origins, semantic change or development, cultural backgrounds, etc. In addition, each student is requred to make 

presentations based on his/her own research on some aspect of the English language which he/she find interesting. At the end 

of the semester, each student is also required to write an essay based on one of his/her presentations. Through these 

processes, attendants will learn how to carry out linguistic or philological research and write a thesis in this field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 教科書の講読および演習 B17で提出されたレポートの紹介・講評 1 

3. 教科書の講読および演習 B17で提出されたレポートの紹介・講評 2 

4. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 1 

5. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 2 

6. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 3 

7. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 4 

8. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 5 

9. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 6 

10. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 7 

11. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 8 

12. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 9 

13. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 10 

14. 教科書の講読およびリサーチに基づく発表 11 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で読む章はあらかじめよく読んで内容を把握しておくとともに、読んだ部分について、授業中に質問やコメント等が出来るよう

に、気になった点や疑問点等を洗い出しておき、それに基づき授業中に発言してもうと、自分の勉強になると同時に、他の受講生

たちにとっても有益ですので、ぜひそのようにできるように、予習を良くしてもらえればと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発表(40%)/授業への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. David Crystal. 2012. The Story of English in 100 Words. Profile Books (ISBN:978 1 84668 428 9) 

 

参考文献（Readings） 

教科書以外の文献については、授業中にその都度紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１９ 

(Seminars B19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

This course will help students understand key terminology for English grammar through reading English language grammar books 

and use that knowledge to produce academic presentations and compositions regarding English grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、5 文型に焦点を当てます。 

 最初の数回の授業は、小池による講義＋ディスカッションで進めます。以降からはグループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

An English grammar book written in English will be used as the main text. Students will build their understanding of English 

grammar by learning the English terms of grammar points learned during middle school and high school English courses, reading 

the English explanations of grammar rules, and methods of study. This seminar will specifically focus on 5 sentence patterns. 

 The first few classes will include a lecture from Professor Koike moving on to a discussion. Following these first few classes, 

student groups will give presentations before discussions. 

 Classes will be conducted in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め） 

2. 講義：標準英語、英語の文体について 

3. 講義：英文法の基礎２（記述文法と規範文法） 

4. 講義：英文法の基礎３（主部と述部、機能と範疇；語と語彙素） 

5. 英語の文構造について 

6. 補部と付加部 

7. 主語とは何か（１） 

8. 主語とは何か（２） 

9. 目的語とは何か（１） 

10. 叙述補部について：主格補部 

11. ＳＶＣの文について：be の働き 

12. 5 文型 

13. 付加部（adjunct）について 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(20%)/レポート課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 

教科書はコピーを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わせをします。発表前に

あらかじめレジュメを作成すること。 

 不明な点があれば、いつでも小池にメールで連絡してください。 

     小池の連絡用メールアドレスはこちらです。 ➡  5535975@rikkyo.ac.jp 

   

 

注意事項（Notice） 
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■AM120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２０ 

(Seminars B20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

This course will help students understand key terminology for English grammar through reading English language grammar books 

and use that knowledge to produce academic presentations and compositions regarding English grammar. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、名詞と名詞句（可算・不可算名詞、冠詞の用法、代名詞など）に焦点を当てます。 

 授業は原則、グループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

An English grammar book written in English will be used as the main text. Students will build their understanding of English 

grammar by learning the English terms of grammar points learned during middle school and high school English courses, reading 

the English explanations of grammar rules, and methods of study. This seminar will focus specifically on nouns and noun phrases 

(countable/uncountable nouns, article rules, pronouns, etc.). 

 Classes will generally proceed with group presentations and 

 Classes will be conducted in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め）；名詞と名詞句 

2. 名詞句内の様々な従属部 

3. 名詞の分類；数について 

4. 可算・不可算名詞 

5. 主語・動詞の一致 

6. 限定詞：「特定」という概念； 

7. 名詞句の補部について 

8. 内部修飾部、外部修飾部について 

9. 代名詞：直示用法と照応用法 

10. 代名詞：人称代名詞 文法性の問題 

11. 代名詞：格 

12. 属格について（１) 

13. 属格について（２） 

14. 属格について（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(30%)/レポート課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521612883) 

教科書はコピーを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２１ 

(Seminars B21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築とディストピア：High-Rise を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディストピア文学の読解を通じ、社会批判としての文学の可能性を探ることで、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さ

らにそれを総合する思考力」を磨く。また、小説の表現形式 （Form）が如何に物語の内容（content） と対応しているかに着目し、

高度な読解・分析技術の取得を目指すことで、本格的な英文学研究を実践していく。 

 

This course will introduce students to literature as social criticism through reading dystopian fiction. It fosters and enhances 

the skills of close reading and critical thinking as outlined in the curriculum map. It equips students with advanced reading skills 

which are necessary for literary criticism. Special attention will be given to the relationship between form and content. 

 

授業の内容（Course Contents） 

"The biggest developments of the immediate future will take place not on the Moon or Mars, but on Earth, and it is inner space, 

not outer, that needs to be explored. The only truly alien planet is Earth" --"Which Way to Inner Space?" (1962), J. G. Ballard   

 

本演習では 2015 年に映画化もされ、現代に影響を与え続ける J. G. バラードの古典、High-Rise を読む。物語の舞台は、学校、
スーパーマーケット、レストラン、ジムなど、生活に必要な施設が完備された高層居住施設。小説には、その高層ビルが機能不全

に陥りあらゆる暴力が頻発する様が詳細に描かれており、そこには閉塞感と解放感のようなものが奇妙に同居している。読者は

High-Rise に描かれているモダニズム建築と人間心理の関係性を分析しながら、「ステイホーム」が叫ばれるコロナ時代を考える

何らかのヒントが得られるかもしれない。 

授業では他の学生たちとの議論を通して自身の考えを育み、さらに自身の主張を説得力のある形で発表する練習をする。本授

業を受けることで、主体的な学びの方法を発見、あるいは発展させていく。 

 

"The biggest developments of the immediate future will take place not on the Moon or Mars, but on Earth, and it is inner space, 

not outer, that needs to be explored. The only truly alien planet is Earth" --"Which Way to Inner Space?", J. G. Ballard   

 

High-Rise (1975) is a classic science fiction novel by J. G. Ballard. It has been recently adapted into a film (2015), and the 

novel's relevance in modern society has not diminished. The narrative is set in a high-rise apartment building which includes 

various facilities such as a school, supermarket, restaurant, and gym. In the novel, as the building starts to suffer from its 

infrastructure failures, violence ensues; a sense of stagnation and that of liberation unnervingly coexist. Through analysing the 

relationship between modernist architecture and human psychology, students might find a new perspective to think about the 

Covid-19 world where "stay at home" became the new normal.  

By communicating ideas with peers, students will be encouraged to deepen their understanding of the text and develop their 

own viewpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品精読（１） 

3. 作品精読（２） 

4. 作品精読（３） 

5. 映像鑑賞・分析 

6. 作品精読（４） 

7. 作品精読（５） 

8. 作品精読（６） 

9. 映像鑑賞・分析 

10. 作品精読（７） 

11. 作品精読（８） 

12. 作品精読（９） 

13. 作品精読（１０） 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分（授業内で適宜指示する）を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と

思ったポイントを記録しておくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備

が必要とされる。発表グループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい箇所の提示・解釈、鍵となっているテーマについての

議論などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートでは

_High-Rise_を（授業で学んだことをベースにしつつ）独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J. G. Ballard. 2012. High-Rise. Liveright Pub Corp (ISBN:978-0871404022) 
2. J・G・バラード、2016、『ハイ・ライズ』、東京創元社 (ISBN:978-4488629151) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２２ 

(Seminars B22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フェミニスト・ディストピア：Swastika Night を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディストピア小説の読解を通じて、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨いていく。具

体的には、現在とは異なる社会を想像することとは如何なることか、またその限界・問題点について議論することで、社会批判と

しての文学の可能性を探る。歴史的背景や哲学的問題などの深い議論を通じた、多角的なテクスト解釈を試みながら、本格的な

英文学研究を実践していく。 

 

Through reading a dystopian novel, this course will help the students improve the skills of close reading and critical thinking as 

outlined in the curriculum map. Specifically, it explores the potential of literature as a tool of social criticism by discussing what 

it means to imagine a society which is different from our own and also by revealing its limitations and problems. Through 

interpreting the novel from various perspectives and examining philosophical and historical issues, the students will learn 

advanced reading skills which are necessary for literary criticism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

キャサリン・バーデキンの『鉤十字の夜』（Swastika Night）は、著名なディストピア小説であるジョージ・オーウェルの『一九八四年』
（1949）との類似点が多く見出されるディストピア小説である。1937 年に男性名のペンネームの下発表されたが、1980 年代まで、

著者の本名は明かされていなかった。小説では、ナチスドイツが第二次世界大戦の戦勝国として描かれており、帝国内の女性が

再生産の道具として完全に奴隷化されている。この設定からもわかるように、#MeToo時代において近年世界的に再ブームとなっ

ているマーガレット・アトウッドの『侍女の物語』（1985）とも関連が強い作品だ。この授業では、『鉤十字の夜』におけるジェンダー・

セクシュアリティの表象だけでなく、ノスタルジアや神話の問題にも注目しながら、ディストピア文学の語りを詳細にみていく。ま

た、卒論執筆の基礎を育むために、関連論文や記事なども適宜紹介していく。 

 

Katharine Burdekin's Swastika Night (1937) is a dystopian novel, which shares many similarities with the well-known dystopian 

novel, Nineteen Eighty-Four (1949) by George Orwell. First published in 1937 under a male pseudonym, the author's real name 

was not known until 1980s. The novel depicts a future  where Nazi Germany has won the Second World War, and in their 

empire, women are completely enslaved as a means of birthing next generations. Burdekin's novel is closely related to Margaret 

Atwood's The Handmaid's Tale (1985), which has gained global interest recently, especially in the #MeToo era. This class will 

examine the narrative of dystopian fiction by focusing on representations of gender and sexuality as well as nostalgia and myth.  

In_ addition, relevant essays and articles are provided to help the students with improving their research skills.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、グループ分け 

2. 作品講読（１） 

3. 作品講読（２） 

4. 作品講読（３） 

5. 作品講読（４） 

6. 作品講読（５） 

7. フェミニスト・ユートピア／ディストピア関連作品についての説明（１） 

8. 作品講読（６） 

9. 作品講読（７） 

10. 作品講読（８） 

11. 作品講読（９） 

12. 作品講読（１０） 

13. フェミニスト・ユートピア／ディストピア関連作品についての説明（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ
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ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは_Swastika Night_ を、授業で

学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席が３回を超えた時点で、単位修得は不可となる。遅刻、また授業態度の悪さが目立つ場合も大きな減点となるので注意して

ほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Murray Constantine. 2016. Swastika Night. Gateway (ISBN:978-1473214668) 

2. キャサリン・バーデキン、2020、『鉤十字の夜』、水声社 (ISBN:978-4-8010-0464-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２３ 

(Seminars B23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Stephen Crane, The Red Badge of Courage を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スティーブン・クレインは自然主義作家として知られています。本作でアメリカ南北戦争のさなか、登場人物たちの生がどのように

描かれているのか、精読を通して作品理解を深めていきます。また、印象主義的ともよばれるクレインのスタイルにも着目しま

す。 

 

Stephen Crane is known as a writer of American Naturalism. Focusing on an individual's fate during the American Civil War, we 

will consider how the life of a human being is depicted. As Crane is also known for his impressionist techniques, we will focus on 

his style, too.   

 

授業の内容（Course Contents） 

各週の担当者を初回に決めます。担当者はハンドアウトを用意し、それにそって授業を進めていきます。ハンドアウトで提示され

た疑問点などに着目しながら、クラス内でそれぞれの解釈を共有していきます。 

一兵士を通して作者クレインがどのように南北戦争を描いたか、またどのような批判をもたらしたか、という点を学んでいきます。 

 

Each student will give an oral presentation once a semester. Based on the questions given by the presenter, we will share each 

other's interpretations.  

We will learn how Crane represents the Civil War through a soldier, and how the work was criticized sometimes by contemporary 

readers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (1) 

3. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (2) 

4. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (3) 

5. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (4) 

6. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (5) 

7. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (6) 

8. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (7) 

9. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (8) 

10. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (9) 

11. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (10) 

12. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (11) 

13. Stephen Crane, The Red Badge of Courage (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はあらすじ、語句、要点／考察をハンドアウトにまとめ、口頭にて発表することになります。他の受講者は、精読に基づい

た意見とまとめ、交換できるよう準備をしてきてください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

http://www.gutenberg.org/ebooks/73 からテクストにアクセス可能ですが、授業内で配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２４ 

(Seminars B24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカン・ドリームを描いたと評される、F. Scott Fitzgeraldによる The Great Gatsby を読み、1920 年代の社会、文化について

学びます。アメリカン・ドリームというフレーズは 1910 年代から使われ始めたとされますが、1910年代から 1920 年代にかけてア

メリカ社会がどのように変化したのか、という点についても考えていきます。 

 

The Great Gatsby is known for describing the American Dream. The phrase began to be used in the 1910s, so we will read the 

novel and focus on how American society changed in the 1910 and the 1920s.  

 

授業の内容（Course Contents） 

各週の担当者を初回に決めます。担当者はハンドアウトを用意し、それにそって授業を進めていきます。ハンドアウトで提示され

た疑問点などに着目しながら、クラス内でそれぞれの解釈を共有していきます。 

日本では村上春樹の翻訳がよく知られていますが、原文を精読することで作品のスタイルをじっくり鑑賞します。 

 

Each student will give an oral presentation once a semester. Based on the questions given by the presenter, we will share each 

other's interpretations.  

Gatsby may be known in Japan as Haruki Murakami translated it, but we will appreciate Fitzgerald's style by reading it carefully 

and intensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1) 

3. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (2) 

4. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (3) 

5. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (4) 

6. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (5) 

7. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (6) 

8. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (7) 

9. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (8) 

10. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (9) 

11. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (10) 

12. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (11) 

13. F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はハンドアウトに要約、登場人物、語句／フレーズ、考察／疑問点をまとめ、口頭で発表することになります。他の受講者

は、それぞれの意見を交換できるよう準備をしてきてください。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The Great Gatsby は 2021年 1月にパブリックドメイン扱いになりました。 https://www.gutenberg.org/ebooks/64317 からアクセ

ス可能ですが、授業内で配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２５ 

(Seminars B25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グレアム・グリーンを読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Graham Greene, The Heart of the Matter (1948) を読む 

 

We will read Graham Greene’s The Heart of the Matter (1948). 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀イギリス文学を代表する小説家 Graham Greene (1904-1991)の傑作 The Heart of the Matter (1948)を精読します。第二

次大戦中、グリーンは西アフリカで情報局員をしていました。その経験に基づいたこの小説は、西アフリカを舞台に、国家と個人、

夫婦の難しい関係、不倫の愛、個人の欲望と宗教（カトリック）など、重厚なテーマを織り交ぜた味わい深いものです。グリーン自

身は pity（哀れみ）がテーマだと言っていますが、そのことも含め、人間への深い洞察を鑑賞し、かつヨーロッパとアフリカの歴史

的関係など時代背景にも考察を広げたいと思います。 

 

We will carefully read The Heart of the Matter (1948), the masterpiece by the iconic 20th-century English author Graham 

Greene (1904-1991). In the novel set in West Africa is based on Greene's experiences there as an intelligence officer during 

World War II. The protagonist is troubled by the relation between the state and the individual, the difficult relation with his wife, 

adulterous love, the conflict with religious (Catholic) faith. The novel with these heavy themes provide us with deep insight into 

the essential matters of human life and its failure. We will consider what Greene meant when he said that pity was the theme of 

the novel. Also we will pay attention to the historical background, particularly the relation between Europe and Africa. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The Heart of the Matter(１）イントロダクション 

2. The Heart of the Matter（２） 
3. The Heart of the Matter（３） 
4. The Heart of the Matter（４） 
5. The Heart of the Matter（５） 
6. The Heart of the Matter（６） 
7. The Heart of the Matter（７） 
8. The Heart of the Matter（８） 
9. The Heart of the Matter（９） 

10. The Heart of the Matter（１０） 
11. The Heart of the Matter（１１） 
12. The Heart of the Matter（１２） 
13. The Heart of the Matter（１３） 
14. The Heart of the Matter（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Graham Greene. 2004. The Heart of the Matter. Penguin Classics (ISBN:978-0142437995) 

 

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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■AM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２６ 

(Seminars B26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
E.M.フォースターを読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

E. M. Forster, A Passage to India (1924) を読む 

 

We will read E.M. Forster’s A Passage to India (1924). 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀イギリス文学を代表する小説家 E. M. Forster (1879-1970)の傑作 A Passage to India (1924)を精読します。若いイギリス

人女性がインドに渡り、現地のインド人、イギリス人と交流します。ところが、ある洞窟を訪れたとき彼女は錯乱し、同行したインド

人が疑われ、裁判にかけられます。こうしたプロットを通して民族を越えた人間同士の理解ははたして可能なのかが問われます。

授業では 1920 年代のイギリスとその植民地インドの関係に十分な注意を払いながら、民族と人種に関わる偏見とそれを克服す

る可能性について考察します。最後の授業では映画も鑑賞する予定です。 

 

We will carefully read A Passage to India (1924), the masterpiece by the iconic 20th-century English author<BR> E. M. Forster 

(1879-1970). In the novel, a young English woman travels to India, where she meets English and Indian people. When she visits 

caves, she panics and flees. An Indian doctor is suspected of assaulting her and he is put on trial. Following this plot, the novel 

asks whether it is possible to understand racial others. In this course we will consider how we can overcome racial prejudice 

while paying close attention to the historical relationship between England and India. On the final day of class, there will be a 

viewing of the film adaptation of the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A Passage to India(１）イントロダクション 

2. A Passage to India（２） 
3. A Passage to India（３） 
4. A Passage to India（４） 
5. A Passage to India（５） 
6. A Passage to India（６） 
7. A Passage to India（７） 
8. A Passage to India（８） 
9. A Passage to India（９） 

10. A Passage to India（１０） 
11. A Passage to India（１１） 
12. A Passage to India（１２） 
13. A Passage to India（１３） 
14. A Passage to India（１４） 映画鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき、議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。毎回授業の最後に、リアクションペーパーに感想などを書いてもらいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. M. Forster. 2005. A Passage to India. Penguin Classics (ISBN:978-0141441160) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２７ 

(Seminars B27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM127 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を概観すると、それぞれの歴史的事象に関連する土地が浮かび上がってくる。英語史に関連する土地に関して書か

れたテキストを読みながら、その土地の現在についてもリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると同時に、

その土地の現在の英語との関りも見ることができる。今期は英語史で言う、古英語から近代英語に関連する土地を見ていく予定

である。 

 

By understanding the historical development of the English language, related regions will come into view. Students will conduct 

research into the modern relevance of these regions by reading related texts. In addition to reaffirming their knowledge of the 

English language’s history, students will also begin to see the connections to these regions modern English maintains. This year 

we will  study the regions related to Old English to Modern English through a review of the history of the English language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英語時代その 1 

3. 古英語時代その２＋発表 

4. 古英語時代その３＋発表 

5. 古英語時代その４＋発表 

6. 古英語時代その５＋発表 

7. 中英語時代その１＋発表 

8. 中英語時代その２＋発表 

9. 中英語時代その３＋発表 

10. 中英語時代その４＋発表 

11. 近代英語時代その１＋発表 

12. 近代英語時代その２＋発表 

13. 近代英語時代その３＋発表 

14. 近代英語時代その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Pullman. 2013. A History of the English Language in 100 Places. Hale (ISBN:978-0-7090-9570-5) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 
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上記以外は随時授業内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、原則 1 章

ずつテキストを読み進めていくことを予定している。感染状況によるが、全授業回のうち数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２８ 

(Seminars B28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の辿ってきた道 

担当者名 

（Instructor） 
福田 一貴(FUKUDA KAZUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史に関連するテキストを読むことで、知識を整理することに加え、現代英語との繋がりを改めて実感することを目的とす

る。 

 

This course will introduce students to the connections between Modern English and Old English, in addition to organizing their 

English language knowledge by reading texts related to the history of the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を概観すると、それぞれの歴史的事象に関連する土地が浮かび上がってくる。英語史に関連する土地に関して書か

れたテキストを読みながら、その土地の現在についてもリサーチを行っていく。これにより、英語史の知識を再確認すると同時に、

その土地の現在の英語との関りも見ることができる。今期は世界に広まった英語に関連する土地を見ていく予定である。 

 

By understanding the historical development of the English language, related regions will come into view. Students will conduct 

research into the modern relevance of these regions by reading related texts. In addition to reaffirming their knowledge of the 

English language’s history, students will also begin to see the connections to these regions modern English maintains. This 

semester will cover regional connections to the now global English language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 世界の英語その 1 

3. 世界の英語その２＋発表 

4. 世界の英語その３＋発表 

5. 世界の英語その４＋発表 

6. 世界の英語その５＋発表 

7. 世界の英語その６＋発表 

8. 世界の英語その７＋発表 

9. 世界の英語その８＋発表 

10. 世界の英語その９＋発表 

11. 20 世紀の英語その１＋発表 

12. 20 世紀の英語その２＋発表 

13. 20 世紀の英語その３＋発表 

14. 20 世紀の英語その４＋発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に読み進めるテキストには目を通しておいてください。また、授業内で発表を行う場合にはハンドアウトを作成し、十分に準備

をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内アクティビティ(45%)/授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時ハンドアウトを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. Philip Pullman. 2013. A History of the English Language in 100 Places. Hale (ISBN:978-0-7090-9570-5) 

2. A.C.Baugh and T. Cable. 2013. A History of the English Language. Pearson (13-978-0-205-22929-0) 

上記以外は随時授業内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講人数によっては、グループに分け、グループの中で発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながら、原則 1 章

ずつテキストを読み進めていくことを予定している。感染状況によるが、全授業回のうち数回程度対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １ 

(English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century Poetry - Dylan Thomas 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

"The joy and function of poetry is, and was, the celebration of man, which is also the celebration of God." --- Dylan Thomas 

 

In a brief essay entitled, “Notes on the Art of Poetry,” Dylan Thomas writes: “If you want a definition of poetry, say: ‘Poetry is 

what makes me laugh or cry or yawn, what makes my toenails twinkle, what makes me want to do this or that or nothing’, and 

let it go at that. All that matters about poetry is the enjoyment of it, however tragic it may be. All that matters is the eternal 

movement behind it, the vast undercurrent of human grief, folly, pretension, exaltation, or ignorance, however unlofty the 

intention of the poem.” And in the spirit of enjoying the tragic beauty of words, this course will involve the student in a direct 

confrontation with the poetic works of Dylan Thomas.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Beginning with a reading of Thomas’s early poems and discussion of his unique verse-patterns, the majority of the course will 

then turn to the analysis of his collected poems. During this course, students will not only interpret the works of Thomas in 

search of meaning and message, but also to better understand the “technical paraphernalia” of Thomas’s poetry: portmanteau-

words, paradox, allegory, allusion, paranomasia, paragram, catachresis, slang, rhyme, rhythm, and more. This course will also 

require the student to apply these terms to the analysis of a section of poems and to the writing of an academic essay that 

describes the structure and symbolism of a chosen poem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the poetry of Dylan Thomas 

Reading: “Notes on the Art of Poetry” 

2. Early Poems – 1 : Rhyme 

Reading: “The Song of the Mischievous Dog” 

3. Early Poems – 2 : Rhythm 

Reading: “You shall not despair” 

4. Collected Poetry – 1 : Allusion 

Reading: “Prologue”  

5. Collected Poetry – 2 : Metaphor 

Reading: “Since, on a quiet night” 

6. Collected Poetry – 3 : Alliteration 

Reading: “Let it be known” 

7. Collected Poetry – 4 : Paradox 

Reading: “And death shall have no dominion” 

8. Collected Poetry – 5 : Catachresis 

Reading: “We see rise the secret wind” 

9. Collected Poetry – 6 : Allegory 

Reading: “The force that through the green fuse drives the flower” 

10. Academic Writing Session: 

MLA Format, Style, and Citation 

11. Collected Poetry – 7: Slang 

Reading: “If I were tickled by the rub of love” 

12. Collected Poetry – 8: Hyperbole 

Reading: “Grief thief of time” 

13. Collected Poetry – 9: Ode and Elegy 

Reading: “The hunchback in the park” 

14. Collected Poetry – 10: Confession 

Reading: “In my craft or sullen art” 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The weekly readings and assignments required during this course will require about 2 hours of dedicated study to prepare for 

each class session. In addition to this schedule, students will also be required to spend time on the research, writing, and 

revision of an essay focusing on one of the poems discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay - Rough Draft(30%)/Essay - Final Draft(10%)/In-Class Activities(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dylan Thomas. 2003. The Poems of Dylan Thomas . New Directions (ISBN:0811215415) 

Purchase of the text for this course is NOT REQUIRED. Copies of the reading materials for this course will be provided by the 

professor.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The reading schedule outlined in this syllabus is to be used for reference purposes only. A more detailed reading schedule 

(including the titles of each of the poems for each week) will be provided during the WEEK ONE introductory class session of 

the course. 

 

This course will use a Google Classroom site for all assignments, Zoom links, and information updates. The "sign-in code" for 

this Google Classroom site will be provided to the students through the Rikkyo Jikan service during the beginning of the term. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ２ 

(English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century Poetry -- Kenneth Rexroth 

担当者名 

（Instructor） 
ミィニョォン(MIGNON EDWARD TAYLOR) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM201 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kenneth Rexroth was an autodidact, or self-taught scholar-critic, poet and translator with an acerbic wit. “Peripateticism and a 

spirit free of prejudice, rather than a focus on the local” defined his personality. He translated from many languages, including 

Japanese, and traveled to many countries, including long stints in Kyoto. This course hopes to pique class members’ interest in 

and serious study from his fascinating oeuvre.  

 

Japan has taken to Rexroth, by purchasing his study, which is located at Kanda Gaigo Gakuin University, which also held a 

Rexroth conference, and with distinguished publisher Shichosha publishing a selected volume in its World Poets series. Three 

fields of his poetry will be subject to study this semester: his anti-war / anti-state poetry, his love poetry, and nature poetry. 

Through these fields of study, focusing on methodology and messages, we will consider deeply the attraction of his poetry to a 

largely Japanese readership.  

 

 

授業の内容（Course Contents） 

This semester will begin with an introduction of Kenneth Rexroth via his early shorter poems. Then his famous anti-war poem, 

dedicated to Dylan Thomas, will be given rigid analysis, including his oral reading of it to improvised jazz. We will then move on 

to his love poem The Signature of All Things, poems written while living in Japan, including the Silver Swan and On Flower 

Wreath Hill.  

 

Finally, we will survey sections of his translations from the Japanese, including the Manyoshu, work by “Marichiko,” and Shiraishi 

Kazuko. The study from this course will culminate in an academic essay on aspects on one of these verses and one translation 

chosen from Rexroth’s translated Japanese work or authors.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: “Kenneth Rexroth,” Poetry Foundation 

2. Early poems: In the Memory of Andree Rexroth 

3. Early poems: Fundamental Disagreement Between Two Contemporaries (for Tristan Tzara & André Breton) 

4. Selected poems: Thou Shalt Not Kill (I & II) 

5. Selected: Thou Shalt Not Kill (III & IV) 

6. Selected: from The Signature of All Things: Between Myself and Death, and The Signature of All Things 

7. Selected: from The Signature of All Things: Lyell’s Hypothesis Again, and Delia Rexroth 

8. Selected: from The Signature of All Things: Andree Rexroth & A Letter to William Carlos Williams 

9. Later Poems: The Silver Swan 

10. Later Poems: Flower Wreath Hill 

11. Later Poems: The Love Poems of Marichiko 

12. Translation Workshop 

13. Poem for Rexroth, Shiraishi Kazuko—Santa Barbara: Town for Newly Weds and Nearly Deads; selections from One 

Hundred Poems from the Japanese 

14. Shiraishi Kazuko, My Tokyo (bilingual reading)  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

The weekly readings and assignments required during this course will require about 2 hours of dedicated study to prepare for 

each class session. In addition to this schedule, students will also be required to spend time on the research, writing, and 

revision of an essay focusing on one of the poems discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(10%)/Essay first draft(30%)/Translation(10%)/In-class activities and participation(50%) 

 



 

 - 1051 - 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 Copies of the reading materials for this course will be provided by the professor. Readings The reading schedule outlined in 

this syllabus is to be used for reference purposes only. A more detailed reading schedule will be provided by the professor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ３ 

(English Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Nature Imagery and Symbolism in Modern and Contemporary American Poetry 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Poetry is a short form of writing, which lends itself well to close readings and discussion because it uses language flexibly. 

Nature is one of the major themes of American writing. The aim of this course is to reconsider ways of reading and seeing 

nature in American poetry, particularly focusing on how ethnicity, race, and origin play a factor in a given poet's influences and 

use of natural imagery and symbolism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We will first reexamine how authors who are well-known (canonized) for their use of nature, such as Walt Whitman, Emily 

Dickinson, and Robert Frost, depict the natural world from an "American" perspective. We will then examine authors from 20th 

century minority and immigrant groups such as Langston Hughes, Jean Toomer, Joy Harjo, and Emma Lazarus, and 

contemporary authors such as Sarah Little Crow-Russell and Hyejung Kook. We will also discuss the different symbolism 

assigned to nature in poems, and the definition of "ecopoetics." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Nature in American Poetry 

2. Canonized Poets (19th Century and Early 20th Century) 

3. Harlem Renaissance Poetry 1 (Early-Mid 20th Century) 

4. Harlem Renaissance Poetry 2 (Early-Mid 20th Century) 

5. Native American Poetry  (Early-Mid 20th Century) 

6. Jewish-American Poetry (Early-Mid 20th Century) 

7. Mid-term Report 

8. Civil Rights Poetry (Mid-20th Century Social Movements) 

9. Anti-War Movement(s) and Poetry (Mid-20th Century Social Movements) 

10. Anti-War Movements(s) and Contemporary Poetry 

11. Contemporary Native American Poetry 

12. Contemporary Asian American Poetry 

13. Contemporary African American Poetry 

14. Final Review/Reports 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to complete both in-class and out-of-class assignments on time. The language of instruction will be in 

English and assignments must be completed in English. Poetry readings are usually short, but students are expected to come to 

class prepared to offer their ideas about how to interpret the texts. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/Active Class Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be distributed. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ４ 

(English Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ghosts and Hauntings in Fiction 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is an introduction to fiction and stories that concern hauntings, ghosts, and warped spaces in fiction, primarily from 

American and British sources. In this class, students will approach stories about ghosts through the lens of cultural studies and 

historical contexts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

In addition to stories about ghosts and haunted spaces, students will be introduced to social criticism, religious studies, gender 

theory, cultural theory, and scientific theories that suit the story we are discussing. Students who want to understand 

psychological, scientific, or historical aspects of literature are encouraged to take this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class 1: Introduction 

2. Identifying types of ghosts (British/Christian) 

3. Identifying Other (Non-Christian) Ghosts and Folkloric Influences 

4. Ghosts and beliefs in late 19th century England 

5. Ghosts and beliefs in late 19th century America 

6. Seances and mediums in the early 20th century 

7. Mid-term review 

8. Time-slips and "Living" Ghosts in mid-20th Century America 

9. Poltergeists and ghosts in mid-20th Century Britain 

10. Immigrants and ghosts in Contemporary America 

11. Immigrants and ghosts in Contemporary Britain 

12. Folklore and ghosts in Contemporary America 

13. Folklore and ghosts in Contemporary Britain 

14. Final review and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 Students are expected to complete both in-class and out-of-class assignments on time. Students should be prepared to read 

text in English each week and to write their reports and other assignments in English as well. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/Active Class Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be distributed by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

1. Roger Clarke. 2012. A Natural History of Ghosts. Penguin Randomhouse 

2. Dara Downey. 2014. American Women's Ghost Stories in the Gilded Age. Palgrave 

3. J. H. Chaies. 2011. Between Worlds: Dybbuks, Exorcists, and Early Modern Judaism. University of Pennsylvania Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ５ 

(English Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Four Early-twentieth-century Short Stories: "The Apple Tree," "The Adventure of the 

Priory School," "A Cup of Tea," and "The Fly" 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities.  

Background knowledge of each story is incorporated into the course to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, we will read and discuss the following short stories: John Galsworthy's "The Apple Tree," Arthur Conan Doyle's 

"The Adventure of the Priory School," and Katherine Mansfield's "A Cup of Tea" and "The Fly".  In "The Apple Tree," the 

female protagonist embodies natural beauty, but is not sophisticated and well-educated.  The titular apple tree and other 

things from the countryside serve to encapsulate a utopian, pristine rural life, which is contrasted with the industrial modern 

world.  "The Adventure of the Priory School" is concerned with Sherlock Holmes's brilliant investigation into the mysterious 

disappearance of ten-year-old Lord Saltire.  Finally, Mansfield's "A Cup of Tea" is about hypocrisy and class gap in human 

relationships; and "The Fly" focuses on the difference between two fathers' griefs over their sons' deaths during WWI.  

Students are required to write short comments and submit an end-of-term essay of approximately 700 words in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The silver-wedding anniversary of Frank and Stella Ashhurst; the beginning of "The Apple Tree" 

2. "And this is what he remembered": Chapter 1 

3. Frank Ashhurst's swollen knee: Chapter 2 

4. The mutual attraction between Frank and Megan: Chapter 3 & 4 

5. Rivalry between Frank and Joe: Chapter 5, 6 

6. The town of Torquay and Frank's friend Halliday: Chapter 7, part I 

7. Halliday's sister Stella as Frank's new love interest: Chapter 7, part II 

8. Dr. Huxtable: "The Adventure of the Priory School", part I 

9. The missing German teacher in the priory school: part II 

10. Holmes's love of the complex and the unusual: part III 

11. James Wilder's wicked plot: part IV 

12. Rosemary's encounter with an impoverished girl: "A Cup of Tea", part I 

13. "A Cup of Tea", part II and "The Fly", part I 

14. Mr. Woodifield versus the unnamed boss: "The Fly", part II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/participation and attendance(30%)/written comments(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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■AM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ６ 

(English Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Epistolary Noveis Set in the Post-WWII Era: The Guernsey Literary and Potato 
Peel Pie Society and  84, Charing Cross Road（2021.9.3 変更） 

【変更前】 

Two Stories Set in the Former Half of the Twentieth Century: The Guernsey Literary 

and Potato Peel PieSociety and "The Chocolate Box" 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, speaking, reading, writing -- through various class activities.  

Background knowledge of each story is incorporated into the course to enrich the learning experience. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society has unique styles and backgrounds: it is an epistolary novel that describes 

occupied Guernsey during WWII and blitzed London.  Due to a writer's block, the 32-year-old female protagonist was inspired 

by her corresponding friends who were members of a book club in Guernsey, and she eventually visited there in order that she 

could complete her new book.  Her correspondence with colleagues, friends, and Guernsey characters was replete with humor 

and humanity, and thus the dark history of warfare and destruction seemed to be a thing of the past.  84, Charing Cross Road 

is also constructed from a collection of the main characters' letter-writing.  The author Helene Hanff corresponded with the 

employees at a London-based antiquarian bookshop for twenty years.  The contents of each letter thus provide the reader 

with information about the characters and their relationship-building.  Students are required to write short comments and 

submit an end-of-term essay of approximately 700 words in English. （2021.9.3 変更） 

 

【変更前】 

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society has unique styles and backgrounds: it is an epistolary novel that describes 

occupiedGuernsey during WWII and blitzed London. Due to a writer's block, the 32-year-old female protagonist was inspired by 

her correspondingfriends who were members of a book club in Guernsey, and she eventually visited there in order that she 

could complete her new book.Her correspondence with colleagues, friends, and Guernsey characters was replete with humor 

and humanity, and thus the dark history ofwarfare and destruction seemed to be a thing of the past. As regards "The Chocolate 

Box", Agatha Christie's renowned fictionalcharacter Hercule Poirot recollected his detective life in Belgium many years ago, and 

the case about Mr. Deroulard's mysterious deathwas most unforgettable. Students are required to write short comments and 

submit an end-of-term essay of approximately 700 words in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Correspondence from 12th January, 1946 to 18th January, 1946 (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie 
Society, page 8 to page 11)（2021.9.3 変更） 

【変更前】Introduction: letter from Juliet Ashton to Isola Pribby dated 20th April 1946 ( 

Guernsey from page 102 to page 106) 

2. Correspondence from 31st January, 1946 to 6th February, 1946 (24-32)（2021.9.3 変更） 

【変更前】Juliet's relationship with Sidney Stark and Sophie Strachan: 1-8 

3. Correspondence from 7th February, 1946 to 13th February, 1946 (33-42)（2021.9.3 変更） 

【変更前】Juliet's corresponding friend from Guernsey Dawsey Adams: 9-11: 19-27 

4. Correspondence from 18th February, 1946 to 20th February, 1946 and two letters dated 28th February, 1946 (43-49; 54-

58)（2021.9.3 変更） 

【変更前】Markham Reynolds's pursuit of Juliet: 28-37 

5. Correspondence from 22nd May, 1946 to 27th May, 1946（2021.9.3 変更） 

【変更前】Character references for Juliet addressing Amelia Maugery: 38-46 

6. 84, Charing Cross Road page 1 to page 9: correspondence from 5th October, 1949 to 20th December, 1949（2021.9.3 変

更） 

【変更前】Letters from Isola Pribby and Eben Ramsey: 47-58 

7. 10-20: correspondence from 25th March, 1950 to 20th February, 1951（2021.9.3 変更） 

【変更前】Adalaide Addison and Markham Reynolds: 59-69 

8. 21-30: correspondence from 25th February, 1951 to 15th September, 1951（2021.9.3 変更） 

【変更前】Juliet's plan of writing a new book: 70-81 
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9. 31-40: correspondence from 15th October, 1951 to 20th January, 1952（2021.9.3 変更） 

【変更前】Reynolds's marriage proposal: from line 6 from the bottom of p. 82 to 87; 91-94 

10. 41-50: correspondence from 29th January, 1952 to 4th May, 1952（2021.9.3 変更） 

【変更前】Juliet's decision to visit Guernsey: 107-17 

11. 51-60: correspondence from 11th May, 1952 to 23rd September, 1953（2021.9.3 変更） 

【変更前】The Guernsey characters' preparation for Juliet's visit: 119-23; 129-36 

12. 72-81: correspondence from 18th March, 1959 to 15th February, 1961（2021.9.3 変更） 

【変更前】"Detection notes of Miss Isoda Pribby": 231-40 

13. 82-89: correspondence from 10th March, 1961 to 4th October, 1965（2021.9.3 変更） 

【変更前】The only case Poirot failed to solve: "The Chocolate Box", part I 

14. 90-97: correspondence from 30th September, 1968 to October, 1969（2021.9.3 変更） 

【変更前】A mother's inner conflict: part II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

It is necessary to browse through the assigned reading before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/participation and attendance(30%)/written comments(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Helene Hanff. 1990. 84, Charing Cross Road. Penguin Books (ISBN:9780140143508) 

2021.9.3 変更 

【変更前】Mary Ann Shaffer & AnnieBarrows 

The Guernsey Literary and Potato Peel PieSociety 

Bloomsbury 2009 

ISBN：9780747598800 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ７ 

(English Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernism I: Hart Crane 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos or audio to aid students in their reading and interpretation of 

the source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of Hart Crane’s poetry, and in 

particular what is widely considered to be his foremost work, The Bridge. 

 

To provide students with a better contextual background, some supplementary materials and information on modernist novelists 

and poets will also be provided to help students better understand who Crane was influenced by (such as his contemporaries) 

and who he, in turn, also influenced through his poetry.   

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to a lecture on Hart Crane by Yale 

Professor Langdon Hammer, a specialist on the writings of Hart Crane among other modernist writers, not only as a listening-

comprehension exercise but as a way to supplement their knowledge of the writer and course.  Group discussions will be held 

in regular classes on questions directly related to the text and given to students beforehand to prepare. Students will also have 

the opportunity to make a presentation in class (towards the end of the course) to help students improve their written 

proficiency (in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when they give the presentation in class. 

Students will give a presentation on one writer or poet who influenced Crane throughout his career such as William Blake, Edgar 

Allen Poe, T. S. Eliot and Emily Dickinson, among others. Three written homework assignments will be assigned on 

supplementary materials provided in class. Assignment 1 will be about White Buildings, the first major sequence of poems by 

Hart Crane; Assignment 2 will be about some of his lesser known or uncollected poems; and Assignment #3 will be about some 

of his letters to family and friends (drawn from The Letters of Hart Crane And His Family). None of these materials to complete 

the assignments are in the textbook and so will be provided by the teacher through email. A list of useful reference materials 

and sources available in the Rikkyo University library will also be provided. Some guidelines on how to complete these 

assignments will also be provided by the teacher to help students improve their abilities in English written composition and 

expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Modernist Movement and some of the most well-known Modernist poets and 

writers, including Hart Crane himself; 

2. the style, structure, aesthetics, aims and various complexities of Hart Crane’s poetry, with a particular focus on his major 

work, The Bridge; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss Hart Crane’s 

The Bridge and how it has been received and interpreted by critics since its publication. We will also talk about some of the 

contemporary modernist poets such as T. S. Eliot and Ezra Pound (whom students will have a chance to study in 2022 if they 

decide to continue to study this course on modernism in the following year in Modernism III [Eliot] and Modernism IV [Pound]) 

as well as many of his influences (see above). 
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Much has been written on Crane’s poetry to date by literary scholars and critics, and some critics have called The Bridge a 

‘failure’; a charge that has recently been revisited and rechallenged. Some supplementary notes and commentary will be 

provided to assist students in their comprehension of the book. However, the textbook is an annotated edition of the poem and 

should provide the majority of the notes and information that students will need to understand this short but complex work. 

 

Most supplementary notes have been drawn from a variety of works of literary criticism such as Hart Crane: The Contexts of 
‘The Bridge’ by Paul Giles, The Poetry of Hart Crane: A Critical Study by R. W. B. Lewis, and Hart Crane’s THE BRIDGE: A 
Description of His Life by Richard P. Sugg. These are the main supplementary texts from which the lecturer will be drawing 

resources and information for supplementary notes on The Bridge. In addition, Alfred Hanely’s Hart Crane’s Holy Vision: “White 
Buildings” will be referred to as a resource to help provide supplementary notes for Assignment 1 on White Buildings. Finally, 

the teacher will be drawing on selected letters from the Letters of Hart Crane and His Family, edited by Columbia University 

Press, when designing and creating Assignment 3.  Finally, where possible, the teacher will use any audio files (such as 

Langdon Hammer’s Yale lectures on Crane) and documentary footage available online on the legendary poet. The aim of sharing 

these materials is twofold; to enrich students’ knowledge of Hart Crane, his poetry and his world, and to help them enjoy 

studying poetry through audio-visual materials, not just the written page.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lesson 1 – An Introduction to the Poetry of Hart Crane 

In our first class for the course, we will begin by looking at a general overview of Modernism, including some of the major 

poets and writers of this movement, such as James Joyce, e. e. cummings, T. S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams, 

Marianne Moore, Amy Lowell, Louis Zukofsky, Basil Bunting, Ernest Hemingway and others. Secondly, the teacher will 

provide a basic and rough introduction to and overview of the life of Hart Crane, including his major works. Finally, the 

course objectives, aims, assignments and methods of evaluation will be explained to students. Homework assigned: ‘To 

Brooklyn Bridge’ (pp. 1-7) and ‘Ave Maria’ (pp. 7-19). 

2. Lesson 2 – To Brooklyn Bridge & Ave Maria (pp. 1-19) 

In Lesson 2, we will begin by conducting a quick review of what was previously discussed in Lesson 1. Then the class will 

focus on the assigned reading homework on the first two sections of The Bridge called ‘To Brooklyn Bridge’ (pp. 1-7) and 

‘Ave Maria’ (pp. 7-19). Some photos of the Brooklyn Bridge will also be shared and discussed. Homework assigned: 

‘Powhatan’s Daughter’: Part 1. First assignment on Crane’s White Buildings distributed either in class or by email. Deadline 

provided and how assignment is to be evaluated will be explained.  

3. Lesson 3 – Powhatan’s Daughter: Part I (pp. 19-33) 

In Lesson 3, we will focus on the section of The Bridge called ‘Powhatan’s Daughter’ (pp. 19-33). Students will also have a 

chance to ask any questions about their 1st assignment on Crane’s White Buildings provided in the previous week. 

Reading homework assigned: ‘Powhatan’s Daughter’: Part II. (pp. 33-59) 

4. Lesson 4  - Powhatan’s Daughter: Part 2 (pp. 33-59) 

In Lesson 4, we will focus on the second section of The Bridge called ‘Powhatan’s Daughter’ covering pages 33-59, one of 

the largest reading sections of the course. As this section is quite large, any material that we fail to cover during class 

time will either be carried through to the following week or explained through supplementary handouts or materials. 

Reading homework assigned: ‘Cutty Sark’: (pp. 59-69) 

5. Lesson 5 – Cutty Sark (pp. 59-69) 

In Lesson 5, we will review briefly Part 1 and Part 2 of ‘Powhatan’s Daughter’ (pp. 19-59) and then move on to the third 

section of The Bridge called ‘Cutty Sark’ (pp. 59-69). As this section is rather short, students will have a chance to ask 

the teacher for any help with their assignment during this week as the deadline will be towards the end of the week. 

Deadline reminder for Assignment #1 given. Reading homework assigned: ‘Cape Hatteras.’ (pp. 69-87) 

6. Lesson 6 – Cape Hatteras (pp. 69-87) 

In Lesson 6, we will quickly review the ‘Cutty Sark’ section from the previous class before moving on to section IV called 

‘Cape Hatteras.’ (pp. 69-87). Assignment #2 (on Crane’s uncollected poems) will be distributed either in class or by email. 

Reading homework Assigned: Section V, ‘Three Songs.’ (pp. 87-101) 

7. Lesson 7 – Three Songs (pp. 87-101) 

In Lesson 7, we will take a look at the three poems that comprise Section V of The Bridge, called ‘Three Songs.’ (pp. 87-

101). Reading homework assigned: ‘Quaker Hill’. (pp. 101-111).  

8. Lesson 8 – Quaker Hill (pp. 101-111) 

In Lesson 8, we will read and discuss section VI of the poem called ‘Quaker Hill’ (pp. 101-111). Reading homework 

assigned: ‘The Tunnel’ (pp. 111-125).  

9. Lesson 9 – The Tunnel (pp. 111-125) 

In Lesson 9, we will read and analyze the second-to-last section of the poem called ‘The Tunnel’ (pp. 111-125). Deadline 

reminder given for Assignment #2 during this week. If time, students can ask for help with their assignment during class. 

Reading homework assigned: ‘Atlantis.’ (pp. 125-127).  

10. Lesson 10 – Atlantis (pp. 125-127) & Hart Crane’s letters (a selection) 

In Lesson 10, we will finish the last short section of The Bridge (pp. 125-127). As this section is short, the rest of the 

class will be open to questions from students regarding any section of The Bridge. The 3rd and final written assignment 

for the course will be explained and provided during this week. As the 3rd assignment is about Hart Crane’s letters (a 

selection), a small sample of these letters will be discussed in class to help students prepare for the assignment. 
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Homework: Work on presentation script and slides, work on Assignment #3 (letters of Hart Crane).   

11. Lesson 11 – Presentations I 

In Lesson 11, the first half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous writer or poet who 

influenced Crane. Some examples include William Blake, Edgar Allen Poe, Emily Dickinson, T. S. Eliot and others. Students 

who are not presenting but are part of the audience are expected to participate by asking questions in the short Q&A 

session after each presentation. Students who ask their classmates questions will be rewarded with bonus points towards 

their participation score.  

12. Lesson 12 – Presentations II 

In Lesson 12, the second half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous writer or poet who 

influenced Crane. Some examples include William Blake, Edgar Allen Poe, Emily Dickinson, T. S. Eliot and others. Students 

who are not presenting but are part of the audience are expected to participate by asking questions in the short Q&A 

session after each presentation. Students who ask their classmates questions will be rewarded with bonus points towards 

their participation score.  

13. Lesson 13 – Comprehensive Review 

In our penultimate lesson for the course (Lesson 13), we will cover all sections of The Bridge, plus briefly cover White 
Buildings and some of Crane’s uncollected poems, as all of these sections may appear in the final exam at the end of the 

term.  

14. Lesson 14 – Mock Exam 

In Lesson 14, students will take a mock exam, which will follow the identical format of the final exam and some of the 

contents will be similar to the final exam as well. The mock exam will take up the first 1 hour of the class; during the 

remainder of the class students are encouraged to ask questions, especially regarding any answers that were wrong on 

the mock exam.   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to the weekly reading assignments from the textbook, students will also be encouraged to read and explore other 

supplementary sources of information. Some of the supplementary reading materials will be provided by the teacher (either 

photocopies handed out in class or sent by email) and extra 'recommending reading' sections will be suggested by the teachers 

to help them enrich their understanding of the poems, the writer and the course overall.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Assignment 1(10%)/Assignment 2(10%)/Assignment 3(10%)/Assignment 4 

(Presentations)(10%)/Class participation(20%) 

2021.5.27 変更【変更前】平常点 100％（最終テスト(Final Test)(40%) 、Assignment 1(10%) 、Assignment 2(10%) 、Assignment 

3(10%) 、Assignment 4 (Presentations)(10%) 、Class participation(20%)） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kramer, Lawrence. 2011. Hart Crane's 'The Bridge': An Annotated Edition. Fordham University Press (ISBN:978-0823233076) 

 

参考文献（Readings） 

1. Crane, Hart. 2001. White Buildings. Liveright (ISBN:978-0871401793) 

2. Crane, Hart. 1974. Letters of Hart Crane And His Family. Columbia University Press 

3. Lewis, R. W. B.. 1960. The Poetry of Hart Crane: A Critical Study. Princeton University Press 

4. Leibowitz, Herbert A.. 1968. Hart Crane: An Introduction to the Poetry. Columbia University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Hart Crane Society (https://hartcranesociety.wordpress.com) - also available on Twitter and Facebook. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ８ 

(English Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modernism II: e. e. cummings 

担当者名 

（Instructor） 
マグラフリン(MCLAUGHLIN MATTHEW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English literature course aims to help students develop their English abilities in the four core skills of listening, reading, 

speaking, and writing through a combination of various texts, media and in-class activities. Students enrolled in this course will 

have the opportunity to enhance their abilities to analyze a text of literature through close reading of the original text, the 

provision of supplementary notes, letters by the author, and videos or audio to aid students in their reading and interpretation of 

the source text from various perspectives and thereby facilitate their overall understanding of e. e. cummings’ poetry. 

 

To provide students with a better contextual background, some supplementary materials and information on modernist novelists 

and poets will also be provided to help students better understand who cummings was, and who some of his famous 

contemporaries were, such as Ezra Pound and William Carlos Williams. 

 

In terms of skills related to English ability and proficiency, students will have the opportunity to improve their English listening 

skills through the interpretations of the text provided by their teacher in class, listening to some videos on or about e. e. 

cummings, not only as a listening-comprehension exercise but as a way to supplement their knowledge of the writer and course.  

Group discussions will be held in regular classes on questions directly related to the text and given to students beforehand to 

prepare. Students will also have the opportunity to make a presentation in class (towards the end of the course) to help 

students improve their written proficiency (in preparing for the presentation) and their spoken English proficiency when they 

give the presentation in class. As the overarching theme of this course is ‘Modernism,’ students will give a presentation on one 

contemporary modernist poet or writer, many of whom we will discuss in class, such as James Joyce, Gertrude Stein, Ezra 

Pound, William Carlos Williams, T. S. Eliot, Louis Zukofsky, Basil Bunting, Ernest Hemingway and several others.  Three written 

homework assignments will be assigned on supplementary materials provided in class. Assignment 1 will be about a sequence of 

poems taken from E. E. Cummings: Complete Poems 1904-1962 (these poems are not featured in the textbook); Assignment 2 

will also be about another sequence of poems taken from E. E. Cummings: Complete Poems 1904-1962 (these poems are not 

featured in the textbook); and Assignment #3 will be about some of his letters to family, friends and contemporary writers with 

whom he was corresponding regularly (these letters will be taken from two volumes: Selected Letters of E. E. Cummings and 

Pound/Cummings: The Correspondence of Ezra Pound and E. E. Cummings). None of these materials to complete the 

assignments are in the textbook and so will be provided by the teacher through email or as handouts in class. Some guidelines 

on how to complete these assignments will also be provided by the teacher, to help students improve their abilities in English 

written composition and expression.  

 

Successful completion of this course should indicate an understanding of… 

1. the historical background and contexts of the Modernist Movement and some of the most well-known Modernist poets and 

writers, including e. e. cummings himself; 

2. the style, structure, aesthetics, aims and various complexities of e. e. cummings’ poetry, with a particular focus on his unusual 

use of punctuation; 

3. several ways of analyzing a text, through supplementary readings and slides provided in class. 

 

This course also involves the development of the following skills… 

1. the ability to interpret and discuss a text, based on its historical and cultural context; 

2. the ability to inform an original text through the use of secondary sources; 

3. the ability to interpret and understand the literary analysis of other critics and writers; 

4. the ability to present an argument or summary of one’s opinion on a literary work.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course, predominantly conducted in English, will offer enrolled students the opportunity to read and discuss e. e. cummings’ 

poetry and how it has been received and interpreted by critics since its publication. We will also talk about some of the other 

contemporary modernist poets such as T. S. Eliot and Ezra Pound (whom students will have a chance to study in 2022 if they 

decide to continue study modernism in the following year in Modernism III and Modernism IV) as well as many of his influences 

and other contemporary artists. 
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There has been a fair amount of literary criticism on e. e. cummings’ work as a poet, to date, by literary scholars and critics. 

Some supplementary notes and commentary will be provided to assist students in their comprehension of the poems. The 

reason for this is that the textbook only provides a selection of his poetry (chosen by e. e. cummings himself) but without notes 

or some form of an attempt at exegetical interpretation, students may struggle to understand the intended meaning behind the 

poems.  

 

Most supplementary notes have been drawn from a small variety of works of literary criticism such as The Poetry and Prose E. 
E. Cummings by Robert E. Wegner, E. E. Cummings by Barry Marks, and Structural Ambiguity in the Poetry of e. e. cummings, a 

PhD dissertation by Louis C. Rus. (Notes may be drawn from other PhD dissertations on Cummings too). The teacher will also 

consult some biographies on the poet such as Susan Cheever’s recent biography called E. E. Cummings: A Life. As mentioned 

above, the teacher will consult two sources: Selected Letters of E. E. Cummings and Pound/Cummings: The Correspondence of 
Ezra Pound and E. E. Cummings when designing Assignment 3. The poems used in Assignments 1 and #2 will be taken from the 

massive compilation called E. E. Cummings: Complete Poems 1904-1962, edited by George J. Firmage. Finally, where possible, 

the teacher will use any audio files (such as some analysis of Cummings’ poetry on YouTube) to help supplement students’ 

understanding and knowledge of this legendary modernist poet. The aim of sharing these materials is twofold; to enrich students’ 

knowledge of E. E. Cummings, his poetry and his world, and to help them enjoy studying poetry through audio-visual materials, 

not just the written page.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Lesson 1 – An Introduction to the Poetry & Life of E. E. Cummings 

In our first class for the course, we will begin by looking at a general overview of Modernism, including a review of some of 

the major poets and writers of this movement that were covered in Semester 1, such as James Joyce, e. e. cummings 

himself, T. S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams, Marianne Moore, Amy Lowell, Louis Zukofsky, Basil Bunting, Ernest 

Hemingway and many others. Secondly, the teacher will provide a basic and rough introduction to and overview of the life 

of e. e. cummings, including his major works. Finally, the course objectives, aims, assignments and methods of evaluation 

will be explained to students. Homework assigned: Selected Poems: pp. 1-19.  

2. Lesson 2 – A Beginning (pp. 1-19) 

In Lesson 2, we will begin by conducting a quick review of Cummings’ life and main works, as discussed in Lesson 1. Then 

the class will focus on the assigned reading homework, which is the first 19 pages of poems from e. e. cummings: selected 
poems 1923-1958 (the textbook). Assignment #1 will be assigned and briefly explained. The first assignment will be about 

a selection of poems from E. E. Cummings: Complete Poems 1904-1962 (a sequence of poems not featured in the 

textbook). Homework assigned: Selected Poems: pp. 20-39.  

3. Lesson 3 – Memorabilia (pp. 20-39) 

In Lesson 3, we will focus on the next 20 pages from the textbook. Where possible, the teacher will provide supplementary 

background information on the poems, including facts from Cummings’ life, drawn from the biography on the poet by Susan 

Cheever called E. E. Cummings: A Life. Homework assigned: Selected Poems: pp. 40-60.  

4. Lesson 4 - Jehovah buried, Satan dead (pp. 40-60) 

In Lesson 4, we will focus on the third section of Cummings’ Selected Poems, which tackles a variety of themes. We will 

also explore Cummings’ interesting use of punctuation in his poems, a well-known feature of his work. In this lesson we 

will also look at some criticism of his work, by critics such as Wegner, Marks and Rus. Homework assigned: Reread 

Selected Poems pp. 1-60 including any supplementary notes.  

5. Lesson 5 – Half-time Review 

In Lesson 5, at the halfway point of the textbook, we will review some of the main points covered over the course to date, 

such as aspects of Cummings’ life, major poems in the first half of the textbook, and some points raised by critics of his 

work (Wegner, Marks, Rus etc.). Students will receive a reminder in this week that Assignment #1 will be due at the end of 

this week. Homework assigned: Selected Poems: pp. 61-80 

6. Lesson 6 – Singing children (pp. 61-80) 

In Lesson 6, we will continue reading the textbook and discuss changes in Cummings’ poetic style, compared with his 

youth. If possible, graded assignments (Assignment 1) will be returned this week and so students will have a chance to 

ask questions about any wrong answers. Assignment 2 will be distributed and explained in this lesson. Just like with 

Assignment 1, Assignment 2 will be about a sequence of poems taken from E. E. Cummings: Complete Poems 1904-1962. 

Homework assigned: Selected Poems: pp. 81-100.  

7. Lesson 7 – Love & Erotica in E. E. Cummings (pp. 81-100) 

In Lesson 7, we will take a look at a very important aspect of Cummings paintings and poetry: themes about love, including 

the erotic openness to his work, a theme that emerges in some of the poems on pages 81-100: the assigned reading 

section for this week. In this week, we will also look at some of E. E. Cummings many paintings and discuss his lifestyle of 

painting by day and writing by night. Homework assigned: Selected Poems: pp. 101-118 

8. Lesson 8 – A Finale (pp. 101-118) 

In Lesson 8, we will read and discuss the final selection of poems from the textbook: pages 101-118. In this class, we will 

also discuss the final years of Cummings work, his legacy on contemporaries and other poets that followed him, such as 

Bob Dylan. Students will receive a reminder in this week that Assignment 2 will be due at the end of this week. Some 

letters will be assigned for homework to help students prepare for the 3rd and final writing assignment. Homework 
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assigned: selected letters (supplementary materials for Assignment 3).  

9. Lesson 9 – Full-time Review 

In Lesson 9, we will review the poems covered in the second half of Selected Poems (pp. 61-118). As students had 

received their Assignment 3 in the previous week as well as their grades and comments for Assignment 2, students will 

have a chance to ask any questions or inquiries during this lesson. Homework assigned: further selected letters (extra 

supplementary materials).  

10. Lesson 10 – The Letters of E. E. Cummings 

In Lesson 10, we will discuss some of the letters of E. E. Cummings as a way to gain further insight into his private life, 

methods of writing and painting and his relationship with peers, family, lovers and friends. Homework assigned: Students 

will be asked to concentrate on their presentation scripts for the coming 2 weeks.  

11. Lesson 11 – Presentations I 

In Lesson 11, the first half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous contemporary poet or writer 

such as James Joyce, Gertrude Stein, William Carlos Williams, Marianne Moore, Hart Crane, Ezra Pound, Louis Zukofsky, 

Basil Bunting, Kenneth Patchen and several others. Students who are not presenting but are part of the audience are 

expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. Students who ask their 

classmates questions will be rewarded with bonus points towards their participation score.  

12. Lesson 12 – Presentations II 

In Lesson 12, the second half of the class will give a short 3-minute presentation on one famous contemporary poet or 

writer such as James Joyce, Gertrude Stein, William Carlos Williams, Marianne Moore, Hart Crane, Ezra Pound, Louis 

Zukofsky, Basil Bunting, Kenneth Patchen and several others. Students who are not presenting but are part of the 

audience are expected to participate by asking questions in the short Q&A session after each presentation. Students who 

ask their classmates questions will be rewarded with bonus points towards their participation score. Homework assigned: 

Review all poems covered, including the supplementary materials on extra poems and letters.  

13. Lesson 13 – Comprehensive Review & Mock Exam 

In our penultimate lesson for the course (Lesson 13), we will cover all sections of e. e. cummings: selected poems (pp. 1-

118), plus briefly cover some of the extra poems (Assignments 1 and 2) and letters that were discussed (Assignment 3), 

on a short mock exam, so that students are fully prepared for the final exam. Students will also be given a kind reminder 

that Assignment 3 (on selected letters by Cummings) will be due at the end of the week. Homework assigned: Review all 

materials including some online resources that will be provided by the teacher.  

14. Lesson 14 – Final Exam 

In Lesson 14, students will take their final exam for the course. The final examination will cover all aspects covered 

throughout the course: all poems from the textbook, e. e. cummings: selected poems (pp. 1-118), the supplementary 

materials (poems from Assignments 1 and 2, and selected letters).  Students will be given the full 90 minutes to complete 

the examination. The examination will be comprised of 4 sections: Section 1 containing multiple-choice questions; Section 

2 containing short-answer questions; and Sections 3 and 4 containing essay questions, with 3 essay options for each 

section, allowing students to choose from a range of topics according to their area of interest or level of understanding. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

In addition to the weekly reading assignments from the textbook, students will also be encouraged to read and explore other 

supplementary sources of information. Some of the supplementary reading materials will be provided by the teacher (either 

photocopies handed out in class or sent by email) and extra 'recommending reading' sections will be suggested by the teachers 

to help them enrich their understanding of the poems, the writer and the course overall. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/Assignment 1(10%)/Assignment 2(10%)/Assignment 3(10%)/Assignment 4 

(presentations)(10%)/Class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E. E. Cummings. 1977. Selected poems 1923-1958. Faber & Faber (ISBN:9780571089864) 
 

参考文献（Readings） 

1. Beloof, Robert L.. 1972. E. E. Cummings: The Prosodic Shape of His Poems (PhD dissertation). University Microfilms 

2. Cheever, Susan. 2014. E. E. Cummings: A Life. Pantheon (ISBN:978-0307379979) 

3. Marks, Barry A.. 1964. E. E. Cummings. Twayne Publishers 

4. Rus, Louis C.. 1972. Structural Ambiguity in the Poetry of E. E. Cummings (PhD dissertation). University Microfilms 

5. Stetler, Charles E.. 1972. A Study of the Transcendental Poetry of E. E. Cummings (PhD dissertation). University Microfilms 

6. Wegner, Robert E.. 1965. The Poetry and Prose of E. E. Cummings. Harcourt (ISBN:978-0151722952) 

7. Cummings, E. E., Dupee, F. W. (ed.) & Stade, G. (ed.).. 1969. The Selected Letters of E. E. Cummings. Harcourt (ISBN:978-

0151805754) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ９ 

(English Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Uses of Literature 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM209 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The overall aim of this course is to explore a variety of ways in which we can put literature to use as a way to learn about 

language, society, and ourselves. Students who successfully compete the course will be able to, in English,   

• understand the conflicts, themes, and structures of the course texts 

• discuss critical and interpretive responses to the above 

• understand relationships between social change, and literary/cultural representation 

• read fiction with minimal recourse to a dictionary 

• give short presentations on content, context, and interpretation 

• write a thesis-based essay using textual evidence to support an argument 

 

授業の内容（Course Contents） 

Why do we read literature? What can we learn from literature? Literature is often seen as a way to escape from ‘real life’, or as 

a ‘high culture’ preoccupation. Literature is also seen as ‘special’, something like a religion, or a kind of magic, that is above or 

outside of regular ways of thinking and seeing the world. In another view, literature is part of politics because it criticizes 

society and ideology and history and so on. Conversely, some see it as purely aesthetic, ‘art for art’s sake’. Some think 

literature supports the status quo; others believe literature can enlighten us and transform society for the better. Then there 

are those who think that studying literature is a waste of time. They think students, especially children, should study more 

‘practical’ subjects. As for studying English, many think literature is not as important as grammar and communication.  

 This is strange, as literary expression has always been a part of human life. Humans have always used language to 

tell stories and express themselves. In this class, we will explore the many possible uses of literature, but not just for practical 

purposes. We will expand the meaning of ‘useful’ to include why studying literature can be of great benefit, both for improving 

English and for other areas of life. We will not read literature as an object that must be ‘studied’ for information. Rather, we will 

actively participate in exploring ways of reading, analyzing, and enjoying literature as a part of life, rather than as something 

extra and unimportant. Whether we are reading and discussing short stories or novels, in each class we will reflect on how and 

why we are reading, and what benefits we are getting. 

 

Students should be advised that although this class is designated as face-to-face, it is likely that it will be conducted all or 

mostly online. In that case, the syllabus will change to suit a mixture of online and on-demand formats. More information will be 

posted on Blackboard before the start of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; explain the aims of the class, and the idea of the uses of literature. 

1. Introductory warm-up task. 

Homework: Read “Hills Like White Elephants”, do comprehension questions. 

2. “Hills Like White Elephants”; comprehension, dramatizations.  

1. Go over comprehension questions. 

2. Discuss understanding the story questions. 

3. Dramatizations as a use of literature: introduce, do Contentless Scenes. 

Homework: Prepare dramatizations of sections of “Hills Like White Elephants”. 

3. “Hills Like White Elephants”; dramatizations, characterization.  

1. Students perform dramatizations of sections of “Hills Like White Elephants”. 

2. Do characterization worksheet. 

Homework: Complete characterization worksheet. 

4. “Hills Like White Elephants”; characterization, presentations. 

1. Go over characterization homework. 

2. Presentations as a use of literature: do presentation basics, introductions, bodies, conclusions worksheet. 

Homework: Prepare presentations on “Hills Like White Elephants”. 

5. “Hills Like White Elephants”; presentations.  
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1. Presentations on “Hills Like White Elephants”. 

2. Presentation discussions.  

Homework: Read Of Mice and Men, pages 1-37, do comprehension questions. 

6. Discuss Of Mice and Men (1-37). 

1. Go over comprehension questions. 

2. Discuss understanding the story questions.  

Homework: Read Of Mice and Men, pages 38-65, do comprehension questions. 

7. Discuss Of Mice and Men (38-65).  

1. Go over comprehension questions. 

2. Discuss understanding the story questions.  

Homework: Read Of Mice and Men, pages 66-107, do comprehension questions. 

8. Discuss Of Mice and Men (66-107).  

1. Go over comprehension questions. 

2. Discuss understanding the story questions.  

Homework: Prepare presentations. 

9. Of Mice and Men presentations. 

1. Presentations on Of Mice and Men. 

2. Presentation discussions.  

Homework: Read Passing, pages 1-21, do study questions. 

10. Discuss Passing (1-21).  

1. Go over study questions. 

2. General discussion. 

Homework: Read Passing, pages 22-47, do study questions.  

11. Discuss Passing (22-47).  

1. Go over study questions. 

2. General discussion. 

Homework: Read Passing, pages 47-76, do study questions. 

12. Discuss Passing (47-76).  

1. Go over study questions. 

2. General discussion. 

Homework: Read Passing, pages 76-94, do study questions. 

13. Discuss Passing (76-94).  

1. Go over study questions. 

2. General discussion. 

Homework: Prepare final essay and presentation. 

14. Final presentations and final essay due. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(30%)/dramatization(10%)/three presentations(30%)/final essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Steinbeck. Of Mice and Men. Penguin (ISBN:9780140177398) 

2. Nella Larsen. Passing. Dover (ISBN:9780486437132) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class, as the teacher will ask many questions, and there will be group 

discussions requiring students to facilitate and/or present their ideas. Perfect English is not required! Students who try their 

best, and commit themselves to active participation, will get the most out of this class. In short, this class is intended for highly 

motivated students who are willing to work hard to improve their English ability through the study of literature. Students with 

native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised to seek classes better suited to their abilities. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １０ 

(English Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Uses of Literature 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM209 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The overall aim of this course is to explore a variety of ways in which we can put literature to use as a way to learn about 

language, society, and ourselves. Students who successfully compete the course will be able to, in English,   

• understand the conflicts, themes, and structures of the course texts 

• discuss critical and interpretive responses to the above 

• understand relationships between social change, and literary/cultural representation 

• read fiction with minimal recourse to a dictionary 

• give short presentations on content, context, and interpretation 

• write a thesis-based essay using textual evidence to support an argument 

 

授業の内容（Course Contents） 

Why do we read literature? What can we learn from literature? Literature is often seen as a way to escape from ‘real life’, or as 

a ‘high culture’ preoccupation. Literature is also seen as ‘special’, something like a religion, or a kind of magic, that is above or 

outside of regular ways of thinking and seeing the world. In another view, literature is part of politics because it criticizes 

society and ideology and history and so on. Conversely, some see it as purely aesthetic, ‘art for art’s sake’. Some think 

literature supports the status quo; others believe literature can enlighten us and transform society for the better. Then there 

are those who think that studying literature is a waste of time. They think students, especially children, should study more 

‘practical’ subjects. As for studying English, many think literature is not as important as grammar and communication. This is 

strange, as literary expression has always been a part of human life. Humans have always used language to tell stories and 

express themselves. In this class, we will explore the many possible uses of literature, but not just for practical purposes. We 

will expand the meaning of ‘useful’ to include why studying literature can be of great benefit, both for improving English and for 

other areas of life. We will not read literature as an object that must be ‘studied’ for information. Rather, we will actively 

participate in exploring ways of reading, analyzing, and enjoying literature as a part of life, rather than as something extra and 

unimportant. Whether we are reading and discussing short stories or novels, in each class we will reflect on how and why we are 

reading, and what benefits we are getting. 

 

Students should be advised that although this class is designated as face-to-face, it is likely that it will be conducted all or 

mostly online. In that case, the syllabus will change to suit a mixture of online and on-demand formats. More information will be 

posted on Blackboard before the start of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction. 

1. Introductory warm-up task. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 7-28, do study tasks. 

2. An Artist of the Floating World, pages 7-28. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 28-50, do study tasks. 

3. An Artist of the Floating World, pages 28-50. 

1. Discuss study tasks.  

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 50-77, do study tasks. 

4. An Artist of the Floating World, pages 50-77. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 77-96, do study tasks. 

5. An Artist of the Floating World, pages 77-96. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 99-127, do study tasks. 

6. An Artist of the Floating World, pages 99-127. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 131-155, do study tasks. 
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7. An Artist of the Floating World, pages 131-155. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 155-184, do study tasks. 

8. An Artist of the Floating World, pages 155-184. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Read An Artist of the Floating World, pages 184-206, do study tasks. 

9. An Artist of the Floating World, pages 184-206. 

1. Discuss study tasks. 

Homework: Review the novel. 

10. An Artist of the Floating World, review. 

1. Do review tasks. 

Homework: Prepare teaching presentations (group 1). 

11. An Artist of the Floating World, teaching presentations. 

1. Student teaching presentations (group 1).  

Homework: Prepare teaching presentations (group 2). 

12. An Artist of the Floating World, teaching presentations.  

1. Student teaching presentations (group 2). 

Homework: Prepare teaching presentation reflections.  

13. An Artist of the Floating World, final reflections and discussion. 

1. Teaching presentation reflections and discussions.  

2. Discuss final essay and presentation. 

Homework: Prepare final essay and presentation. Summarize and explain the uses of literature with direct reference to the 

novel and presentation. 

14. Final presentations; final essay due. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in class discussions(30%)/teaching presentation(20%)/final presentation(20%)/essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. An Artist of the Floating World. Faber & Faber (ISBN:978-0679722663) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class, as the teacher will ask many questions, and there will be group 

discussions requiring students to facilitate and/or present their ideas. Perfect English is not required! Students who try their 

best, and commit themselves to active participation, will get the most out of this class. In short, this class is intended for highly 

motivated students who are willing to work hard to improve their English ability through the study of literature. Students with 

native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised to seek classes better suited to their abilities. 

注意事項（Notice） 
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■AM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １１ 

(English Seminars 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
African-American Literature and Culture (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM211 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and analyze African-American literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Beginning with the origins of African-American literature and continuing through the Civil Rights Movement of the 1950s and 

1960s, this course will examine the contributions that African-American writers have made to the national literature. Through 

this course, students will come to understand the important contributions that African-Americans have made to American 

society and culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the History and Culture of African-Americans 

2. Joel Chandler Harris, Uncle Remus Tales 

3. Mark Twain, Excerpts from Adventures of Huckleberry Finn 

4. Paul Laurence Dunbar, "We Wear the Mask" and The Sport of the Gods 
5. The Sport of the Gods 

6. Oral Presentations (First Response Paper Due) 

7. Booker T. Washington and W. E. B. DuBois 

8. Booker T. Washington and W. E. B. DuBois 

9. Harlem Renaissance: Poetry of Langston Hughes and Claude McKay 

10. Langston Hughes and Claude McKay  (Second Response Paper Due) 

11. Zora Neale Hurston, “The Gilded Six Bits” 

12. “The Gilded Six Bits” 

13. James Baldwin, “A Letter to My Nephew” and the Civil Rights Movement 

14. Final Oral Presentations and Written Report Due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned regular reading assignments which must be completed before class. Students should expect 10-12 

pages of reading per week. Response papers must be typed and submitted on the due date. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/First Oral Presentation(10%)/Response Papers(30%)/Final Oral Presentation and Written 

Project(40%) 

Students who miss four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved excuse. 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required for this course. Handouts will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class discussions. Powerpoint and visual teaching materials will be used. 

Additional information and updates will be announced on either Rikkyo Jikan or Blackboard. The instructor will alert students to 

these postings. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １２ 

(English Seminars 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
African-American Literature and Culture (2) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and analyze the novella Quicksand (1928) authored by Nella Larsen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nella Larsen was born to a mixed-race father and a white mother, the latter of whom had immigrated to the United States from 

Denmark. After her mother married another Danish immigrant, Nella encountered the daunting reality of what it meant to grow 

up "black" in a white family in Chicago. Quicksand deals with the theme of a search for self-identity as the protagonist, Helga 

Crane, struggles to find the people with whom she belongs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Nella Larsen and the Harlem Renaissance 

2. Quicksand (Reading and Discussion) 

3. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

4. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

5. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

6. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

7. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

8. Discussion: (First Response Paper Due) 

9. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

10. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

11. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

12. Quicksand (Reading and Discussion) Group Reports 

13. Final Discussion and Class Summation  (Second Response Paper Due) 

14. In-class Essay Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be assigned 10-12 pages of reading every week. During the semester, each student will be required to prepare and 

lead a group presentation on the readings. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Response Papers(20%)/Group Reports(20%)/Final Essay Test(40%) 

Students who are absent from four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved 

excuse. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nella Larsen. 2011. Quicksand. Martino Fine Books (ISBN:1891396994) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class discussions. PowerPoint and visual teaching materials will be used when 

necessary. Additional information and updates will be announced on either Rikkyo Jikan or Blackboard. The instructor will alert 

students to these postings. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １３ 

(English Seminars 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain (1) 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM213 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To read, discuss, and critically analyze two novellas by Mark Twain. 

Students will also learn how to introduce secondary sources into their academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mark Twain has been called the “Father of American Literature” and his impact on American literature has not diminished with 

time. In this course, we will study two of Twain's humorous novellas, "Extracts from Adam's Diary" (1904) and "Eve's Diary" 

(1905). Set in the Garden of Eden, Twain reinterprets the Biblical story of Adam and Eve, and in the process offers a 19th-

century critique of gender roles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Mark Twain: His Life and Work 

2. Extracts from "Adam’s Diary" 

3. Extracts from "Adam’s Diary" (Group Presentations) 

4. Extracts from "Adam’s Diary" (Group Presentations) 

5. Extracts from "Adam’s Diary" (Group Presentations) 

6. Extracts from "Adam’s Diary" (Group Presentations) 

7. Oral Presentations (Response Paper due) 

8. "Eve’s Diary" (Group Presentations) 

9. "Eve’s Diary" (Group Presentations) 

10. "Eve’s Diary" (Group Presentations) 

11. "Eve’s Diary" (Group Presentations) 

12. "Eve’s Diary" (Group Presentations) 

13. Final Discussion and Class Summation 

14. Oral Presentations and Submission of Final Report 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Every student will be required to work on a group report with one or two other students. These reports will be presented in 

class. Students will be assigned 10-12 pages of reading every week. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Group Presentations(20%)/First Oral Report and Response Paper(20%)/Final Oral 

Presentation and Final Writing Project(40%) 

Students who are absent from four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved 

excuse. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mark Twain. 2015. The Diaries of Adam and Eve. Alma Books (ISBN:1847494382) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class discussions. PowerPoint and visual teaching materials will be used when 

necessary. Additional information and updates will be announced on either Rikkyo Jikan and/or Blackboard. The instructor will 

alert students to these postings. 
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注意事項（Notice） 
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■AM214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １４ 

(English Seminars 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mark Twain (2): Pudd’nhead Wilson 

担当者名 

（Instructor） 
シミエスキ(ZMIJEWSKI DAVID J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To improve the students’ ability to read and discuss American literature, and then to assist them in transforming their ideas into 

academic writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Using an American Studies approach to literary analysis, this course will examine how Twain's Pudd’nhead Wilson (1894) reflects 

American society and culture of the antebellum South. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Mark Twain: His Life and Work 

2. Chapters I and II 

3. Chapters III and IV 

4. Chapters V and VI 

5. Chapters VII and VIII 

6. Chapters IX and X (First Response Paper Due) 

7. Chapter XI 

8. Chapters XII and XIII 

9. Chapters XIV and XV 

10. Chapters XVI and XVII (Second Response Paper Due) 

11. Chapter XVIII and XIX 

12. Chapters XX and XXI 

13. Film Version of Novel 

14. Oral Presentations and Final Writing Project Due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are expected to read approximately 15-17 pages every week. The response papers must be typed and submitted on 

the due date.  Each student will be required to present a Chapter Summary in class. Some chapters may have two students 

working together. Students should familiarize themselves with the MLA Handbook. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in Class Discussions(20%)/Chapter Summary(10%)/Response Papers(30%)/Oral Presentations and Final Writing 

Project(40%) 

Students who are absent from four classes will not receive credit for this course unless they provide an officially approved 

excuse.Each student will be required to present a Chapter Summary in class. Some chapters may have two students working 

together. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mark Twain. 2016. Pudd’nhead Wilson. CreateSpace Independent Publishing Platform (ISBN:1530765587) 
 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are expected to actively participate in class discussions. PowerPoint and visual teaching materials will be used when 

necessary. Additional information and updates will be announced on either Rikkyo Jikan or Blackboard. The instructor will alert 

students to these postings. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM301／文学講義 １ 

(Lectures on Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で成立したのかに

ついて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際共通語となった現代英語の

実態とその背景を考察する。それと同時に、英語や英語の特質やその背後にある歴史等に関するリサーチをする練習をする。  

 

This course will cover a range of topics in the wide field of English studies through studying modern English’s cultural and 

linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, students will consider the current state of 

the English language as the lingua franca of the world and how it became such in addition to studying historical and grammatical 

changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界言語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、現代英語の文

法・語法について、その歴史的背景を理解します。講義を受けるだけでなく、自らリサーチをすることで、受動的・能動的に学びを

深めます。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the historical background of modern English’s grammar and syntax 

structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期イントロダクション 国際共通語である現代英語の特質 文法および語彙を中心に 

2. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(450‐900)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

3. イングランドにおける英語盛衰史 黎明期(900‐1066)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

4. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1066‐1200)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

5. イングランドにおける英語盛衰史 試練の時代(1200‐1350)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

6. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1350‐1400)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

7. イングランドにおける英語盛衰史 復権の時代(1400‐1500)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

8. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1500‐1660)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

9. イングランドにおける英語盛衰史 試行錯誤の時代(1600‐1750)の歴史的背景及び文法・語彙の特徴 

10. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの標準語：国際共通語としての英語の源 

11. イギリス諸島における英語の広がり イングランドの方言 発音・文法の違いを中心に 

12. イギリス諸島における英語の広がり スコットランド英語の歴史 標準英語との違いについて 

13. イギリス諸島における英語の広がり アイルランド・ウェールズ英語の歴史 標準英語との違いについて 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び受講態度(10%)/授業内の課題およびリアクションペーパー(90%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 
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その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM302／文学講義 ２ 

(Lectures on Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は文学講義１（春学期）に続き、英語学概説という広いテーマのもと、現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史

的な経緯で成立したのかについて学習する。すなわち、英語の歴史的変遷を通してその文法について理解するだけでなく、国際

共通語となった現代英語の実態とその背景を考察する。それと同時に、英語や英語の特質やその背後にある歴史等に関するリ

サーチをする練習をする。  

 

In following with the spring semester material, this course will cover a range of topics in the wide field of English studies through 

studying modern English’s cultural and linguistic characteristics and their development over the course of history. Namely, 

students will consider the current state of the English language as the lingua franca of the world and how it became such in 

addition to studying historical and grammatical changes to the English language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際共通語としての地位を築きつつある現代英語の特徴について英語の歴史を通して具体的に理解します。また、英語の文法・

語法の成立過程についての理解を深める。講義を受けるだけでなく、自らリサーチをすることで、受動的・能動的に学びを深めま

す。 

 

Students will learn specifically about modern English’s status in becoming the global language and the historical developments 

that got it there. In addition, students will also learn about the development of English’s grammar and syntax structure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 後期イントロダクション 英語の世界的広がりと世界英語の文法的、語彙的特質 

2. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の歴史  

3. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語のアイデンティティ 

4. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語とイギリス英語の違い：文法・語彙的特徴

を中心に 

5. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 アメリカ英語の方言：発音の特徴を中心に 

6. 英語の世界進出(国際共通語への道) 北米大陸への英語の伝播 カナダ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

7. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) オーストラリア英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

8. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) ニュージーランド英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

9. 南半球に伝わった英語(国際共通語への道) 南アフリカ英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

10. 英語から新たな言語へ カリブ海地域の英語の歴史：その文法・語彙的特徴を中心に 

11. 英語から新たな言語へ アフリカの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

12. アジアに伝わった英語 南アジアの英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

13. アジアに伝わった英語 東南アジア・その他の地域の英語：その文法・語彙的特徴を中心に 

14. 最終テスト／授業内テストおよびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書を一通り読んでおくと授業の理解度が高まります。また、英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目につ

いて事前に学習するとさらに効果的です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び受講態度(10%)/授業内の課題およびリアクションペーパー(90%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert C. Baugh & T. Cable. 2013. A History of the English Language. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 
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2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM303／文学講義 ３ 

(Lectures on Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、17 世紀末までのイギリス文学を概観し、その流れをつかむことを目標とし

ます。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それ

らの作品をイギリス文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業も行ないます。 

 

This course will cover a range of topics in British literature through reviewing British literature up to the end of the 17th 

century. Students will learn about the cultural, societal, and historical backgrounds of each period before reading iconic works of 

British literature and analyzing their unique themes and writing styles. Thus, students will be able to understand the significance 

and position of each work in the context of British literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古英詩の時代から 17 世紀末までのイギリス文学を概観します。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めますが、適

宜、音声や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れます。 

 

Students will gain a general understanding of British literature from the era of old English poetry to the end of the 17th century. 

Classes will generally be conducted in the lecture style, regularly referring to the textbook. When appropriate, audio or visual 

media will be used to supplement students' experience with the literary works. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩と中世物語詩の世界（『ベーオウルフ』と『農夫ピアズ』） 

3. 人間性への目覚め (ジェフリー・チョーサー、トマス・マロリー) 

4. ルネサンス期の英語ソネット（サリー伯、フィリップ・シドニー） 

5. ルネサンス期の物語詩（エドマンド・スペンサー） 

6. テューダー朝演劇の興隆（クリストファー・マーロウ） 

7. ウィリアム・シェイクスピア（１） 

8. ウィリアム・シェイクスピア（２） 

9. ウィリアム・シェイクスピア（３） 

10. ジャコビアン演劇（ベン・ジョンソン、ジョン・フォード） 

11. 形而上詩人（ジョン・ダン、ジョージ・ハーバート、アンドルー・マーヴェル） 

12. ピューリタニズムと 17 世紀の宗教詩 (ジョン・ミルトンとジョン・バニヤン) 

13. 古典主義と王政復古期の演劇 

14. 試験およびこれまでの内容の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の当該個所を必ず事前に読んでおいてください。授業時に配布する作品テクストのコピーについて

は、その場で読めるように辞書を必ず持参してください。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復

習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニテストなど(30%) 

第１週から第１３週のうち、欠席が４回に達した時点で、第１４週の筆記試験の受験資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM304／文学講義 ４ 

(Lectures on Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、イギリス文学概説という広いテーマのもと、18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観し、イギリス文学に関する

広い基礎知識を身につけることを目標とします。そのさい、各時代の文化的、社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語

表現とテーマを分析することによって、それらの作品を批評的な観点から読解する基礎的な解釈力も育てます。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of British literature through reviewing British literature from the 18th 

century leading up to the modern era. The goal of this course is to provide students with wide-ranging, fundamental knowledge 

of British literature. Students will also learn basic critical approaches to literary texts through the analyses of forms and themes 

of representative literary works of each period in the context of their cultural and social backgrounds.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観します。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めますが、適宜、音声

や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れます。また、授業時に適宜リアクション・ペーパーを提出してもらうことで、学生の

側の参加を求めます。なお、本授業はコロナウィルス感染状況に応じて、オンライン講義と対面講義を併用する可能性がありま

す。 

 

 Students will gain a general understanding of British literature from the 18th century leading up to the modern era. Classes will 

generally be delivered as lectures in line with the assigned textbook. When appropriate, audio or visual media will be introduced 

to students to supplement their experience with the literary works. Student participation is requested in the form of reaction 

papers to be turned in during class. This course will be delivered either in-person or online, according to the circumstances 

concerning the coronavirus spread.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 小説の勃興（デフォーとリチャードソン） 

3. 新古典主義と英語の標準化（ポウプとサミュエル・ジョンソン） 

4. 18 世紀の諷刺文学と喜劇（スウィフトとシェリダン） 

5. ロマン派の詩（ワーズワス、キーツ、シェリー） 

6. 19 世紀初頭の小説と女性作家（メアリ・シェリーとジェイン・オースティン） 

7. ヴィクトリア朝小説（1）（ディケンズ） 

8. ヴィクトリア朝小説（2）（ブロンテ姉妹） 

9. 世紀末の文学（ハーディとワイルド） 

10. モダニズム詩（イェイツとエリオット） 

11. モダニズムの系譜と女性作家（ヴァージニア・ウルフとアイリス・マードック） 

12. 不条理演劇（ベケットとピンター） 

13. 拡大する〈英〉（語圏）文学（ラシュディ、クッツェー、イシグロ等） 

14. これまでの内容の総括および試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の該当作家のページを必ず事前に読んでおくこと（個々の作家の背景にまで授業内で説明する時間

がないため、読んでいるという前提で講義を進める）。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その場で読めるように

辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

第 1-第 13 週のうち、欠席が 4回に達した時点で、第 14 週の最終試験の受験資格を失うものとします。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、教員が授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM305／文学講義 ５ 

(Lectures on Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本科目は、アメリカ文学概説という広いテーマのもと、17 世紀から 19 世紀末にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要

作家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 そのさい、各時代の文化的・社会的背景に光を当てながら、各作品独特の英語表現とテーマを分析することによって、それらの

作品をアメリカ文学の代表的な作品と照らし合わせ、その文学史の中に位置づける作業もおこなう。 

 

 This course will cover a range of topics in the wide field of American literature by providing students with an overview of 

American literary history from the 17th century to the end of the 19th century in addition to offering basic knowledge of 

significant authors and literary works. 

 Students will learn about each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading iconic works of American 

literature and analyzing their unique themes and writing styles. With the knowledge acquired in this class, students will be able 

to understand the significance and position of each work in the context of American literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 17 世紀から 19 世紀末にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある

歴史的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅

する予定である。 

 

 Students will conduct an overview of the history of American literature from the 17th century to the end of the 19th century 

and gain fundamental knowledge for research into American literature. By understanding the historical and social backgrounds of 

each work, students will become able to draw upon the scholarly knowledge to read the literary works rather than their own 

arbitrary interpretations. 

 The following syllabus lists the important authors of each wave of literary history, but classes will cover a wider range of 

authors than what is listed on the syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アメリカ（文学）の始まり 

2. アメリカ建国以前（１）：Jonathan Edwards, Benjamin Franklin を中心に 

3. アメリカ建国以前（２）：Charles Brockden Brown を中心に 

4. 超絶主義：Ralph Waldo Emerson & Henry David Thoreau 

5. アメリカン・ルネサンス（１）： Edgar Allan Poe 

6. アメリカン・ルネサンス（２）： Nathaniel Hawthorne 

7. アメリカン・ルネサンス（３）： Herman Melville 

8. 詩（１）：Walt Whitman 

9. 詩（２）：Emily Dickinson  

10. 奴隷制をめぐる文学・政治（１）：Harriet Beecher Stowe を中心に 

11. 奴隷制をめぐる文学・政治（２）：Frederick Douglass, Harriet Jacobs らの奴隷体験記 

12. 南北戦争後のアメリカとリアリズム（１）：Mark Twain 

13. 南北戦争後のアメリカとリアリズム（２）：Henry James 

14. 授業内期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のレスポンス・ペーパー(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 竹内理矢・山本洋平、2021、『深まりゆくアメリカ文学―源流と展開』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-09077-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻』、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

4. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM306／文学講義 ６ 

(Lectures on Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然主義リアリズムから現代までにわたるアメリカ文学史を概観する。 

 

This class surveys an American literary history from Naturalism to the contemporary trends of creation and reception. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、19 世紀末から現代までのアメリカ文学史をの流れを押さえつつ、重要な作家や作品、社会的背景などを概説する。

特に現代作品については、近年発掘／研究が著しく進むマイノリティのテクストのほか、新たに生まれたジャンルや付随するポッ

プカルチャー、連動する批評理論や社会動向についても多彩に解説する。 

 

This lecture unpacks the mainstream of American literary history from the turn of the 20th century to the contemporary period 

with occasional explications of less canonical literary occurrences in relation to significant authors and works, as well as new 

crossover genres and popular culture. We will especially focus on the emergence and flourishment of minority authors as well as 

literary theories that have stimulated contemporary trends. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明、導入講義ーー20 世紀にいたる道のり 

2. 自然主義小説ーー政治の季節の文学創作 

3. 近代化と知識人ーー科学と世俗化・揺らぐ自己像 

4. 辺境のモダニティーーアメリカ的モダニズム（１） 

5. 前衛の詩神ーーアメリカ的モダニズム（２） 

6. 故国逃亡ーーアメリカ的モダニズム（３） 

7. 「他者」の発見ーー人種とアメリカ文学 （１） 

8. マイノリティの時代ーー人種とアメリカ文学 （２） 

9. William Faulknerーー南部という磁場 （１） 

10. サザン・ルネサンスーー南部という磁場 （２） 

11. 欲望の表象ーージェンダーとセクシュアリティ 

12. 熱戦と冷戦ーー現代アメリカ文学の政治意識 

13. 「歴史の終わり」ーーポストモダニズムと人新世 

14. 期末筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業で配布する予定表に基づき、教科書や資料の関連箇所をあらかじめ読んでから授業に臨むこと。毎回かなり多くのこと

を学ぶため、予習よりも復習の時間を取ることが重要となる。最終授業日に行う期末試験のほか、対面授業が可能な場合には加

えて 2 回の小テストを行うので、都度の勉強のペースメイカーにしてほしい。効果的な学習法については、初回授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小テスト(10%)/質の高いレスポンス(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内理矢、山本洋平編、2021、『深まりゆくアメリカ文学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-09077-8) 

テキストは、文学講義５との共通教科書である。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内にて紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM307／文学講義 ７ 

(Lectures on Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
木下 誠(KINOSHITA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的は、20 世紀初頭のモダニズム作家 Ford Madox Fordの小説をメイン・テクストととして取り上げ、19 世紀初頭から

第二次世界大戦後までのイギリス社会と帝国を背景にして、いわゆる「カントリーハウス」の表象とその栄枯盛衰をめぐる英語散

文テクストの分析方法を実践的に学ぶことである。 

 

The objectives of the course are to acquaint students with a selection of literature in English on the rise and fall of "Country 

House" in the contexts of domestic/imperial issues and to develop critical thinking skills in the discussion of these works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ford Madox Fordの The Good Soldier (1915)は、自然主義的リアリズムから印象主義を経てモダニズム小説へと至るプロセスの

途中にある小説とみなされている。本講義ではこの小説を、そうしたイギリス散文の文体的変容に加えて、いわゆる「カントリーハ

ウス」小説の 20 世紀的変容の一例として位置付ける。イギリス国内のみならず帝国をめぐるさまざま問題がどのように「カントリ

ーハウス」というトポスを通過していったのか、19 世紀初頭から第二次世界大戦までの系譜を追って、小説と批評の読み方を学

ぶ。 

 

This lecture course reads Ford Madox Ford's The Good Soldier (1915) as the main text of English literature on the rise and fall 

of "Country House". Each lecture is devoted to one or two critical and historical topics as seen through a set of texts. This 

course traces the genealogy of "English county house" novels with domestic/imperial issues from the early 19th century to the 

mid-20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. カントリーハウス小説としての Ford Madox Ford, The Good Soldier (1915) 

3. カントリーハウス、帝国、19 世紀小説(1) 

Jane Austen, Mansfield Park (1814) 

4. Edward W. Said, "Jane Austen and Empire" 

5. カントリーハウス、帝国、19 世紀小説(2) 

Charlotte Bronte, Jane Eyre (1847) 

6. Susan Meyer, "Colonialism and the Figurative Strategy of Jane Eyre" 

7. カントリーハウスと 20 世紀「イングランドの状況」小説(1) 

E. M. Forster, Howards End (1910) 

8. カントリーハウスと 20 世紀「イングランドの状況」小説(2) 

E. M. Forster, </>Maurice (1971) 

9. Raymond Williams, "Surviving Countrymen" 

10. 第一次世界大戦と女性参政権運動とカントリーハウス 

Ford Madox Ford, Some Do Not . . . (1924) 

11. Adam Parkes, "Naturalism, Realism, and Impressionism" 

12. 第二次世界大戦とカントリーハウス(1) 

Evelyn Waugh, Brideshead Revisited (1945) 

13. カントリーハウス小説のその後 

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、履修登録完了後に、「教育支援システム」で履修者に対して行います。その他、必要に応じ

て授業時間内に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(20%)/リアクション・ペーパー(20%) 
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最終レポートは、日々の授業でのリアクション・ペーパーの成果を取りまとめたものです。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ford Madox Ford. 2002. The Good Soldier. Penguin (ISBN:978-0-141-44184-9) 

授業支援システム上にも教材をアップします。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM308／文学講義 ８ 

(Lectures on Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代からヴィクトリア朝に至るイギリス小説のスパイ小説を取り上げ、政治・歴史と個人のアイデンティティのかかわり、そしてイギ

リス文学がそのかかわりをどのように描いてきたかについての視座が獲得できるようにします。 

 

This course will deal with four British espionage novels, ranging from the present day to the Victorian era. By analyzing the 

works, students will gain new perspectives on the relationship between politics/ history and the identity of the individual, and 

how British literature has dealt with the relationship. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本年度は、現代から過去へと文学史をさかのぼっていきます。テクストの重要箇所をプリントで配布し、その語りのあり方を詳しく

検討します。また、作品全体が持つ社会的・文化的背景、および、いわゆる純文学とジャンル小説の関係にも言及します。 

 

数回に一度、レスポンスペーパーを提出してもらいます。レスポンスペーパーには、必ず「作品理解を進めるために質問してみた

い点」を書き添えてください。特に有意義な質問は次の回の授業で紹介し、みんなで考えます。 

 

Students will read selections from four British espionage novels. This year, we start with the contemporary and go back British 

literary history. After reading the important sections of each of these works, we will analyze in depth how the stories are 

narrated. Also, part of the class time will be dedicated to the social and cultural backgrounds of the works, and to the 

relationship between "high" literature and "genre" novels. 

 

All students will turn in response papers several times over the duration of the course. Students will also be required to present 

in the response papers such questions as will enhance the understanding of the works. Particularly interesting questions will be 

mentioned in the next class, and we will try to work them out together. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Jennie Rooney, Red Joan を読む (1) 

3. Jennie Rooney, Red Joan を読む (2) 

4. Jennie Rooney, Red Joan を読む (3) 

5. John Le Carre, The Spy Who Came in From the Cold を読む (1) 

6. John Le Carre, The Spy Who Came in From the Cold を読む を読む (2) 

7. John Le Carre, The Spy Who Came in From the Cold を読む (3) 

8. Eric Ambler, The Mask of Dimitrios を読む (1) 

9. Eric Ambler, The Mask of Dimitrios を読む (2) 

10. Eric Ambler, The Mask of Dimitrios を読む (3) 

11. Rudyard Kipling, Kim を読む (1) 

12. Rudyard Kipling, Kim を読む (2) 

13. Rudyard Kipling, Kim を読む (3) 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの学生を当て、質問したり、発言してもらったりするようにしたいと思っています。そのため、プリントで配られた箇所の

丹念な予習は必須。また、作品の全体も、翻訳でもよいのであらかじめ読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み(60%)/学期末レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・ル・カレ、1978、『寒い国から帰ってきたスパイ』、ハヤカワ文庫 (ISBN:978-4150401740) 

2. エリック・アンブラー、1976、『ディミトリオスの棺』、ハヤカワ・ミステリ文庫 (ISBN:978-4150709013) 

3. ラドヤード・キプリング、2020、『キム』、古典新訳文庫 (ISBN:978-4334754365) 

Red Joan の翻訳はありません。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM309／文学講義 ９ 

(Lectures on Literature 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 1 

担当者名 

（Instructor） 
斎木 郁乃(SAIKI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、(1)18、19 世紀のアメリカの主要な文学ジャンルについての基礎的な知識を身につけ、(2)そのジャンルを生み出した

歴史的、文化的、政治的背景を理解しつつ、(3) 各ジャンルの代表的な作品を解釈することを通して文学作品を読む力を養うこと

を目的とする。 

 

The objectives of this course are (1) to provide students with basic knowledge of popular literary genres in 18th and 19th 

century America, (2) to understand cultural, historical, political backgrounds of the genres, and (3) to interpret some 

representative texts of each genre and thus enhance students’ skills to read literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学ジャンルは社会の変化や発展の産物である。例えば、他者との遭遇が捕囚物語を生み出し、奴隷体験記が奴隷制をめぐる

議論に重要な証言をもたらし、偉人伝は国家のアイデンティティーを確立するために用いられた。授業では、原文と映像資料を用

いて、文学ジャンルと主要な作品、それらの歴史的、文化的、政治的背景を解説する。 

 

A literary genre is an outgrowth of changes and developments of a society. For examples, encounters with the others produced 

captivity narratives, slave narratives offered an important testimony in the controversy over slavery, and biographies of great 

men and women were used to establish a national identity. In the class, the instructor will lecture on the literary genres and 

their representative texts, and their historical, cultural, and political backgrounds through original texts and visual aids.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 捕囚物語(1) Mary Rowlandson’s The Sovereignty and  Goodness of God, Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter  

3. 捕囚物語(2) Royall Tyler’s The Algerine Captive, Herman Melville’s Typee  

4. 感傷小説・家庭小説(1) Susan Warner’s The Wide, Wide, World 

5. 感傷小説・家庭小説(2) Herman Melville’s Pierre 

6. 感傷小説・家庭小説(3) Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin 

7. 奴隷体験記(1) Frederick Douglass’s autobiographies 

8. 奴隷体験記(2)Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl 

9. 漂流譚(1) Owen Chase’s Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Whale-Ship Essex, 

Nathaniel Philbrick’s In the Heart of the Sea 

10. 漂流譚(2) Herman Melville’s Moby-Dick, 河田小龍『漂巽紀畧』 

11. 偉人伝(1) Mason Locke Weems’s A History of the Life and Death, Virtues and Exploits of General George Washington,  

American National Biographies 

12. 偉人伝(2) Herman Melville’s “Bartleby, the Scrivener” and Israel Potter 

13. 南北戦争ロマンス Louisa May Alcott’s Behind a Mask and “My Contraband” 

14. 期末試験、授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳や抜粋でもいいので、授業で扱う作品をできるだけたくさん読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクション・シート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM310／文学講義 １０ 

(Lectures on Literature 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文 2 

担当者名 

（Instructor） 
斎木 郁乃(SAIKI IKUNO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、(1) F. O. マシーセンのアメリカン・ルネサンスの議論について概説し (2) アメリカン・ルネサンスに対するトランスナ

ショナルな視点からの様々な反駁を理解し (3) 19 世紀アメリカの代表的な作品を解釈することを通して文学作品を読む力を養う

ことを目的とする。 

 

The objectives of this course are (1) to provide students with a survey of F. O. Matthiessen’s discussion of American 

Renaissance, (2) to understand the transnational counter-arguments against American Renaissance, and (3) to interpret some 

representative texts of 19th-century American literature and thus enhance students’ skills to read literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1941 年、F. O. マシーセンは『アメリカン・ルネサンス』を出版し、「民主主義の可能性に献身した」ことを理由に、エマソン、ホイット

マン、ソロー、ホーソーン、そしてメルヴィルをその時代の代表的な作家とみなし、その結果、白人の男性作家によるキャノンを確

立した。この授業は、マシーセンの議論を概説した上で、近年の批評的潮流であるトランスナショナリズムが、アメリカン・ルネサン

スの枠組みをどのように変容させ、また「アメリカ」文学と呼ばれるものの地平を広げたかを探求する。 

 

When Francis O. Matthiessen published American Renaissance in 1941, he chose Emerson, Whitman, Thoreau, Hawthorne and 

Melville as the great writers of the age because of “their devotion to the possibilities of democracy,” and as a result, established 

a literary cannon of white male writers. This course will survey Matthiessen’s arguments and explore how the recent critical 

trends of transnationalism twist the framework and tries to expand the horizon of what we call “American” literature.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカン・ルネサンスとトランスナショナリズム 

3. Ralph Waldo Emerson 

4. Henry David Thoreau 

5. Walt Whitman 

6. Nathaniel Hawthorne  

7. Herman Melville 

8. Edgar Allan Poe 

9. Emily Dickinson 

10. Female writers (1) 

11. Female writers (2) 

12. African American writers (1) 

13. African American writers (2) 

14. 期末試験、授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳や抜粋でもいいので、授業で扱う作品をできるだけたくさん読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

【変更前】筆記試験(Written Exam)70%, 平常点(In-class Points)30% (リアクション・シート 30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. F. O. Matthiessen. 1941. American Renaissance. Oxford UP (ISBN:019500759X) 

2. F. O. マシーセン、2011、『アメリカン・ルネサンス、上・下』、上智大学出版 (ISBN:9784324092149) 

3. 巽孝之. 2018. Young Americans in Literature. 彩流社 (ISBN:9784779125003) 

4. David S. Reynolds. 1988. Beneath the American Renaissance. Harvard UP (ISBN:9780674065659) 
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毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

毎回の授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM311／文学講義 １１ 

(Lectures on Literature 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 渉(SASAKAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・英詩で用いられる様々な形式と表現を理解することができる 

・詩の分析を通じて同時代の歴史、政治、宗教、文化などの背景を理解することができる 

・他の文学作品との関連を見出すことができる 

 

・Students will be able to understand the structures and forms of expressions of British poetry. 

・Students will be able to understand a poem’s historical, political, religious, cultural, etc. background by analyzing its text. 

・Students will be able to discover connections to other literary works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、初期近代から２０世紀までのイギリス詩を取り上げ、「詩」を精読することの楽しさを体験し、その楽しさを文学研

究としてのレベルに到達させるための視座を養うことを目指します。 

 各回主に一人の詩人に焦点をあてて授業を進めます。また、他の詩人によって書かれた共通するテーマを描いた作品との比較

も行います。作者の伝記的事実、詩型や修辞法、その作品が書かれた時代背景などのコンテクストを視野に入れることで、どの

ような解釈が可能であるのかを考察し、作品を深く理解することを目指します。 

 授業では、作者や時代背景について講義をした後、作品の読解に入ります。受講者は指定の作品についての疑問点や問題点

をあらかじめ考えておいてください。 

 

 The goal of this course is to cultivate the insight necessary for literary research and the joy of literary study as well as turn 

that joy into literary pursuits through conducting intensive readings of British poetry from the early modern era leading into the 

20th century. 

 Each class session will focus on an individual poet. Their works will be compared with poems written by poets with similar 

themes. By teaching each writer’s biographical history, poetic form, rhetoric, historical background, and other contextual 

information, this course aims to help students consider the potential for in-depth interpretation of literature and gain a deep 

understanding of the works covered in this course. 

 In class, students will read each work after learning about the author and their historical background through a lecture. 

Students are expected to prepare any unclear points or issues regarding the work before coming to class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

バラッド （Robert Burns） 

2. アイルランド文芸復興運動 （W. B. Yeats） 

3. 湖水地方の自然と子ども（William Wordsworth） 

4. 女性の孤独と絶望（Emily Brontë） 

5. ヴィクトリア朝の女性像（Christina Rossetti） 

6. アーサー王伝説とヴィクトリア朝（Alfred Tennyson） 

7. 理想美の追求 （John Keats） 

8. 詩人の詩人（Edmund Spenser） 

9. 世界劇場 (William Shakespeare) 

10. 形而上詩（John Donne） 

11. キリスト教叙事詩 (John Milton) 

12. モダニズム（T. S. Eliot） 

13. 過去と現在（Seamus Heaney） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前にその日の作品を精読し、あらかじめ与えられた疑問点について事前に考えておくことを求めます。また、授業後には作

品についての受講者のコメントを読みながら作品を再読し、さらに理解を深めるように努めてもらいます。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリアクションペーパー(40%)/小テスト(20%) 

2/3 以上出席をしていない場合は成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平井正穂編、1991、『イギリス名詩選』、岩波書店 (ISBN:400322731X) 

2. 阿部公彦、2007、『英詩のわかり方』、研究社 (ISBN:4327481505) 

3. 加藤光也、2017、『詩についてーーアンドルー・マーヴェルから』、松柏社 (ISBN:4775402420) 

4. John Lennard, editor. 2006. The Poetry Handbook, 2nd ed.. Oxford UP (ISBN:0199265380) 

作家毎の Cambridge Companions シリーズ。その他の文献についても授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・スライドを使用した講義形式で行います。 

・リアクション・ペーパーと小テストについては、次回授業開始時にフィードバックを行います。 

・英詩の初学者にもわかりやすく説明をします。作品の精読と視聴覚教材を通じて、作家、作品、時代背景、女性の描かれ方の

理解を深めます。 

・概ね半数程度対面実施予定。初回授業時にあらためて指示をします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM312／文学講義 １２ 

(Lectures on Literature 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 浩太郎(KAWASAKI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、アメリカ詩の精読を通して、様々な詩人の言語表現の特徴や、それぞれの詩が書かれた時代背景を把握すること

を目標とする。 

 

This course will explore the unique characteristics of the expressions by various American poets and the contextual background 

of the society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では植民地時代からポストモダンの時代までの代表的なアメリカ詩人による詩作品を取り上げる。一回の講義で一人の詩

人による 1〜2 篇の詩作品を扱い、その主題や文体を分析するだけでなく、文化的、社会的、歴史的背景についても考察する。講

義の最後には毎回リアクションペーパーを提出してもらう。 

 

詩の原文テクストは、Blackboardを通してを前週に配布する。 

 

This course will cover a wide range of poetic works by representative American poets from the colonial era through to the age 

of postmoderninsm. Each class session will focus on a few poetic works by an individual poet. Students will also learn about 

each period’s cultural, societal, and historical backgrounds before reading some of the famous poetic works by a poet and 

analyzing their unique themes and writing styles. Students will be required to hand in a reaction paper at the end of each 

lecture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to American Poetry 

2. Anne Bradstreet 

3. Edgar Allan Poe 

4. Ralph Waldo Emerson 

5. Walt Whitman 

6. Emily Dickinson 

7. Emily Dickinson 

8. Robert Frost 

9. Ezra Pound  

10. William Carlos Williams 

11. Langston Hughes 

12. Sylvia Plath 

13. Allen Ginsberg 

14. Richard Brautigan 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習： 前週に配布するプリント掲載の作品を、辞書を引きながら自力で読むこと。 

事後学習： 他の受講者の意見や授業における解説を踏まえて、作品を二度三度読み直すことが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー及び、授業中の発言を含むクラスへの積極的な貢献(100%) 

zoomによって実施する回の授業に関しては、「顔出し」することを「授業への積極的な貢献」として評価する。通信環境の不具合

など考慮すべき事情があってカメラをオンにできない場合には、面倒でもその都度教員に事情を説明すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。 

 



 

 - 1096 - 

参考文献（Readings） 

1. 亀井俊介・川本皓嗣編、1993、『アメリカ名詩選』、岩波文庫 (ISBN:4-00-323351-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM313／文学講義 １３ 

(Lectures on Literature 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 1 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演という側面からシェイクスピア戯曲を考察し，あわせて西洋演劇史に関する基礎的な知識を習得する。 

 

Students will consider Shakespeare plays from a performance aspect in addition to gaining basic knowledge of Western 

theatrical history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピア戯曲の上演史を概観し，台本，演戯スタイル，劇場形態の変遷を概説する。また，日本から世界に発信されたシェ

イクスピア上演にも言及する。 

 

Students will conduct an overview of Shakespeare plays’ performance histories, scripts, theatrical style, and changes in theater 

shape. Students will also learn about Shakespeare performances originating in Japan that were later exported abroad. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イングランド中世演劇の世界 

2. シェイクスピアの劇場（１）――シェイクスピア登場前夜（１） 

3. シェイクスピアの劇場（２）――シェイクスピア登場前夜（２） 

4. シェイクスピアの劇場（３）――劇場と上演 

5. シェイクスピアの劇場（４）――ハムレットの演劇論 

6. 王政復古と劇場再開 

7. １８世紀――「スター」誕生 

8. １９世紀――スペクタクルの時代とロマン派のシェイクスピア崇拝 

9. 演出家の世紀（１）――リアリズムと反リアリズム 

10. 演出家の世紀（２）――古典の現代化 

11. 演出家の世紀（３）――「プリテクスト」としてのシェイクスピア 

12. 日本からの発信（１）――鈴木忠志 

13. 日本からの発信（２）――蜷川幸雄 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては、評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 安西徹雄、1985、『シェイクスピア劇四〇〇年――伝統と革新の姿』、日本放送出版協会 (ISBN:4-14-001483-0) 

2. 小林潤司ほか、2014、『シェイクスピア――古典文学と対話する劇作家』、松籟社 (ISBN:978-4-87984-324-1) 

3. 鹿児島近代初期英国演劇研究会、2018、『王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集』、九州大学出版会 (ISBN:978-4-7985-

0224-3) 

4. 上坪正徳、2017、『シェイクスピアとロマン派の文人たち』、中央大学出版部 (ISBN:978-4-8057-5231-9) 

5. 川島健、2016、『演出家の誕生――演劇の近代とその変遷』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-7047-8) 

6. マイケル・ボグダノフ、2005、『シェイクスピア ディレクターズ・カット――演出家が斬る劇世界』、研究社 (ISBN:4-327-47209-

3) 
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7. 米谷郁子ほか、2011、『今を生きるシェイクスピア――アダプテーションと文化理解からの入門』、研究社 (ISBN:978-4-327-

48159-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面実施を予定していますが、感染拡大状況によってはオンライン実施も検討します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM314／文学講義 １４ 

(Lectures on Literature 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア 2 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義の目標は以下の２つです。 

１ シェイクスピアの戯曲を英語と日本語訳で読みながら、特定の台詞や場面の意味が解釈できる。 

２ シェイクスピア演劇の上演や映画化を観たときに、特定の場面の演出に、演出家や映画監督のどのようなテクスト解釈や演出

意図が反映されているか考えることができる。 

 

This course aims to achieve the following 2 goals: 

1 Teach students how to interpret the meaning of specific lines and scenes from Shakespeare plays while reading the scripts in 

both English and Japanese. 

2 Enable students to consider what interpretations theater producers and film directors drew from the text based on what is 

being shown to the audience during specific scenes when viewing theater productions or film adaptations of Shakespeare plays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義のテーマは、「シェイクスピアと現代文化～Shakespeare Meets Contemporary Culture」です。2016 年は、イギリスの劇作家

ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616 年）の没後 400 周年に当たりましたが、シェイクスピアの演劇の人気は、彼がロンドンの

劇壇で活躍していた頃からほぼ 400 年以上経った現在でもまったく衰えることなく、本国イギリスのみならず、全世界で毎年上演

され、さらに続々と映画化されています。この講義では、シェイクスピアの演劇の映画版や上演のヴィデオや DVD を観ながら、シ

ェイクスピアの原書と翻訳を読みながら、講義していきます。この講義では、シェイクスピア演劇の中からとくに喜劇と悲劇を選ん

で講義します。「喜劇」の中からロマンティック・コメディの代表作と呼ばれている『十二夜』を、悲劇の中から『オセロー』をを選んで

講義します。 

 

The theme of this course is “Shakespeare Meets Contemporary Culture”. 2016 marked the 400th anniversary of the death of 

British playwright William Shakespeare (1564-1616), and the popularity of his works and their prominence in London’s theater 

scene have yet to wane in the over 400 years since their debut. Shakespeare’s works still feature in theater productions every 

year in both the UK and other countries worldwide in addition to the steady flow of film adaptations. In this course, students will 

watch DVDs of film adaptations and theater productions of Shakespeare’s works as well as read both their original texts and 

translations. Particularly, I will choose both comedy and tragedy out of Shakespeare's four genres.. Twelfth Night is the comedy 

selection for this course, and it is highly appreciated as Shakespeare’s representative romantic comedy. Students will also read 

Othello among Shakespeare’s tragedies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――映画に現れる映像の文法とは 

2. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（１）女優による〈男装するヒロインの演技〉 

3. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（２）喜劇のエンディングの問題性 

4. 『十二夜』第１幕、第２幕講義 

5. 『十二夜』第３幕、第４幕、第５幕講義 

6. 『オセロー』第１幕、第２幕講義 

7. 『蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第１幕、第２幕鑑賞 

8. 『オセロー』第３幕講義 

9. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第３幕鑑賞 

10. 『オセロー』第４幕講義 

11. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第４幕鑑賞 

12. 『オセロー』第５幕講義 

13. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 第５幕鑑賞 

14. 総括――近年のシェイクスピア劇の上演と映画化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 
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復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リスポンス・ペーパー兼出席票(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。就職活動やその他の理由による欠席にはいっ

さい考慮しません。 毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行います。すべての項

目が書かれていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていないシートは、平

常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Margreta De Grazia et al.. 2010. The New Cambridge Companion to Shakespeare . Cambridge University Press 

(ISBN:0521713935) 

2. 喜志哲雄、2008、『シェイクスピアのたくらみ』、岩波書店 (ISBN:4004311160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM316／文学講義 １６ 

(Lectures on Literature 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評・理論 2 

担当者名 

（Instructor） 
中山 徹(NAKAYAMA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品はもとより視覚、聴覚芸術をも含む多様な文化的生産物を批判的＝批評的に分析するためのスキルを身に着ける。 

 

This course aims to help students acquire the necessary skills to analyse critically a wide range of cultural products, including 

not only literary works but also visual arts and music. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1-6 週では、文学理論の３つのトレンド、フォルマリズム、脱構築批評、マルクス主義批評とその応用に焦点をあてる。第 7-11

週では、近代文学と他の諸芸術とのあいだの関係性について考察する。第 12-14 週では、モダン・アートと批評の関係にかかわ

る三つの問題――芸術の終焉、近代文学の終わり、批評の限界――を扱う。 

 

Part 1 (Week 1-6) focuses on three contemporary trends in literary criticism: Formalism, Deconstructive Criticism, and Marxist 

Criticism. Part 2 (Week 7-11) explores the relationship between modern literature and other arts, including architecture and 

dance. Part 3 (Week 12-14) deals with three philosophical problems relevant to the relationship between art and criticism: the 

end of art, the end of modern literature, and the limit of criticism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. モダン・アートと文学理論 

2. フォーマリズム（形式主義） 

3. 脱構築批評（ディコンストラクション） 

4. マルクス主義とリアリズム 

5. マルクス主義とモダニズム 

6. 新感覚派を読む 

7. 文学と建築 

8. 文学と音楽 

9. 文学と映画 

10. 文学と視覚芸術 

11. 文学とダンス 

12. 芸術の終焉 

13. 近代文学の終わり 

14. 批評の限界 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義で言及した文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席（講義に関するコメントを含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

講義中に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM317／文学講義 １７ 

(Lectures on Literature 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 1 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１ アメリカのミュージカルの映画化や上演ＤＶＤを観ながら、登場人物の造型、物語のプロットや挿入歌の歌詞とメロディやダン

ス・パフォーマンスへの注目を通じて、作品の理解を深められる。 

２ 映画や上演ＤＶＤを観たときに、映画監督もしくは演出家や振り付け師や撮影監督がどのようにミュージカルの文法を踏まえ

て、映像や上演を構成しているか、そしてそこにどのように監督や演出家の演出意図が反映されているか考えることができる。  

 

1 Students will deepen their understanding of American works of musical theater through watching DVDs of stage productions 

and film adaptations of them while observing the portrayal of characters, plot points, the meaning of lyrics and melodies in 

musical numbers, and dance performances. 

2 Students will learn to consider how the director, performers, choreographer, and director of photography constructed the 

musical for the stage or screen based on the syntax of musicals and observe how the film director’s or stage director’s 

intentions are being reflected in the production.  

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「アメリカのミュージカルの文化史」 

 今年度の講義では、20 世紀後半にアメリカにおいて上演されたミュージカルを概観しながら、それぞれのミュージカルのテクスト

のジャンルやテーマの変容に注目します。ミュージカルというと、日本では劇団四季のミュージカルがもっとも有名であり、劇団四

季のミュージカルならば上演を観たことがある学生諸君も多いでしょう。しかし、英米のミュージカルの歴史を振り返ってみると、劇

団四季が取り上げていないミュージカルにも数多くの傑作が存在します。この講義では、音楽劇とミュージカルの歴史を振り返っ

てさまざまな作品を紹介するつもりです。一学期の受講を通じて、ミュージカルにまったく馴染みのない学生諸君でも、ミュージカ

ルの登場人物やプロットのパターン、さらには挿入歌の歌詞とメロディやダンス・パフォーマンスへの注目を通じて、ミュージカル

の新たな見方や解釈の方法（ミュージカル・リテラシー）が身に付くようになるはずです。 それから、毎回の講義では冒頭で毎回

異なる映画について紹介する時間を設け、学生諸君の映画の見方を深めたいと思っています。  

 

The theme of this course is “The Cultural History of American Musicals”. 

 In this academic year’s course, students will conduct an overview of musicals and musical theater in America in the late 20th 

century paying close attention to changes in text, genre, and theme trends. When considering musicals in Japan, the musical 

productions of the Shiki Theatre Company are the most famous in the country. It is likely that many students in this course will 

have seen a Shiki Theatre Company musical before. However, when reviewing the history of musicals in the UK and America, 

there are many musical masterpieces that the Shiki Theatre Company has yet to produce as well. This course aims to introduce 

students to the history of musical theater and musicals as well as introduce some of the genre’s significant works. Through this 

single semester course, even students with no prior experience with musicals will be able to experience new ways to enjoy and 

interpret (musical literacy) through closely observing characters, plot patterns, songs, lyrics, melodies, and dance performances. 

Each lecture will begin with an introduction of the film students will be watching in order to deepen their understanding of how 

to watch the work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――ミュージカルとミュージカル映画の相違について  

2. ボブ・フォッシー監督によるミュージカル映画『キャバレー』（1972 年）鑑賞（１）――ヴァイマル共和政時代のベルリンの文化

状況 

3. ボブ・フォッシー監督によるミュージカル映画『キャバレー』（1972 年）鑑賞（２）―― ナチスの台頭の影 

4. ジョン・カンダー作曲、フレッド・エブ作詞のミュージカル『キャバレー』（1927 年）講義（１）――挿入歌の効果 

5. ジョン・カンダー作曲、フレッド・エブ作詞のミュージカル『キャバレー』（1927 年）講義（２）――1970年代のアメリカ社会との

関係  

6. ロブ・マーシャル監督のミュージカル映画『シカゴ』鑑賞（１）――ショー・ビジネスの街としてのシカゴの表象 

7. ロブ・マーシャル監督のミュージカル映画『シカゴ』鑑賞（２）――ロキシー・ハートとヴェルマ・ケリーのコントラスト 

8. ジョン・カンダー作曲フレッド・エッブ作詞のミュージカル『シカゴ』（1975 年）講義――演出家ボブ・フォッシーのスタイル 

9. ジョン・カンダー作曲フレッド・エッブ作詞のミュージカル『シカゴ』（1975 年）講義――1920 年代の社会表象の意味と全体の

まとめ 
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10. スーザン・ストローマン監督によるミュージカル・コメディ『プロデューサーズ』（2005 年）鑑賞（１）――1959 年のブロードウェ

イの諷刺的表象 

11. スーザン・ストローマン監督によるミュージカル・コメディ『プロデューサーズ』（2005 年）鑑賞（２）――ヒトラーとナチス・ドイツ

の諷刺的表象 

12. 『プロデューサーズ』前半講義――メル・ブルックスによるパロディや諷刺の精神 

13. 『プロデューサーズ』後半講義――ミュージカル映画版はなぜ失敗したのか？ 

14. 総括――近年の音楽映画とミュージカル映画について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としては、あらかじめミュージカル映画を観て、その特徴を把握しておくことが求められます。 

 復習としては、ミュージカル映画がそれぞれの場面や台詞や歌をどのように演出しているのかを把握し、その意味の相違につ

いて解釈することが求められます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回のリスポンス・ペーパーの評価(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします（出席はリスポンス・ペーパーで確認します）。就

職活動等による欠席については考慮しません。  毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の

評価を行います。すべての項目が書かれていなかったり、じゅうぶんな字数が書かれていなかったり、講義を聴かなくても書ける

ことしか書かれていないシートは、平常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 喜志哲雄、2006、『ミュージカルが“最高”であった頃』、晶文社 (ISBN:978-4794967039) 

2. 小山内伸、2007、『進化するミュージカル』、論創社 (ISBN:978-4846006310) 

3. 小山内伸、2016、『ミュージカル史』、中央公論新社 (ISBN:978-4120048616) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM318／文学講義 １８ 

(Lectures on Literature 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇 2 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇という表現形態に親しみ，アメリカ演劇の歴史とその特徴について基礎的な知識を身に付けること。 

 

This course aims to introduce students to theater as a form of expression and provide basic knowledge of American theatrical 

history and American theater’s unique characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋演劇の展開を概観したうえで，アメリカ演劇の代表的な作家を取り上げ，その経歴，作品の概要等を講義する。西洋演劇の

伝統にアメリカ演劇を位置付けたうえで、その特徴を明らかにする。できる限り視聴覚資料も活用し，「見る」講義でもあるよう工

夫する。 

 

Students will conduct an overview of the historical development of western theater before studying significant works of 

American theater, their histories, and summaries through lecture. Students will also discover how American theater fits into the 

wider tradition of western theater as well as what makes American theater unique. As much as possible, this course will utilize 

audio-visual materials to construct multimedia lectures for the students to experience. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋演劇史（１）――ギリシア悲劇 

2. 西洋演劇史（２）――シェイクスピア 

3. 西洋演劇史（３）――近代劇 

4. R・タイラー 

5. E・オニール 

6. L・ヘルマン 

7. T・ワイルダー 

8. T・ウィリアムズ（１） 

9. T・ウィリアムズ（２） 

10. A・ミラー（１） 

11. A・ミラー（２） 

12. N・サイモン 

13. A・ウィルソン 

14. D・H・ホアン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また出来るだけ劇場に足を運んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面実施を予定していますが、感染拡大状況によってはオンライン実施も検討します。  
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注意事項（Notice） 
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■AM319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM319／文学講義 １９ 

(Lectures on Literature 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世英文学 

担当者名 

（Instructor） 
不破 有理(FUWA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、現代のファンタジー作品の世界観を築いたともいわれるアーサー王伝説について、英国の王権の歴史と関係付け

ながら、その概要を学ぶことを目標とします。 

 

Arthurian legend has fascinated people for centuries, offering inspiration for modern fantasy today. This course aims at an 

overview of the development of the legend of King Arthur, with particular attention to its historical context in British hegemony 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーサー王伝説は西欧においてもっともよく知られた伝承です。そもそも「アーサー王」は実在したのでしょうか。本講義で, 中世

の写本に残る文献資料のほか、アーサー王伝説ゆかりの歴史的遺物、ラファエロ前派の絵画や現代の映画作品などの視覚資

料を用いながら、どのように今日伝わるアーサー王物語が形成されるに至ったのか、およそ 1500年間にわたるアーサー王伝承

の変容の様相を概観します。毎回、課題をリアクションペーパーでまとめ、次回の講義につなげ、理解を深めます。 

 

King Arthur is one of the most well-known legendary heroes in European imagination.  Did King Arthur ever exist? In this 

course, students will learn the changing face of Arthurian legends through a variety of source materials such as digital images of 

medieval manuscripts, romances and chronicles, historical artifacts, the Pre-Raphaelite paintings and modern film adaptations. 

In each class, students will be asked to answer key questions based on the topics discussed during the class in a reaction paper 

and use that paper to deepen their understanding of the next class’ topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：イギリス・ブリテンとは アーサー王伝説とは 

2. アーサー王は実在したのか：ウェールズ伝承とラテン語年代記から 

3. ノルマン征服とアーサー王伝承：ウェールズのアーサー王物語と聖人伝 

4. アーサー王年代記（１）ジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth) 『ブリタニア列王史』 

5. アーサー王年代記（２） 円卓の登場：ワース(Wace)とラヤモン(Layamon) 

6. グラストンベリー伝説とアーサーの再臨信仰 

7. 聖杯伝説の誕生: クレチアン・ド・トロワ(Chrétien de Troyes) 

8. 14 世紀のアーサー王物語（１）：頭韻詩『アーサーの死』 

9. 14 世紀のアーサー王物語（２）：『サー・ガウェインと緑の騎士』 

10. テューダー朝におけるアーサー王： 

サー・トマス・マロリー(Sir Thomas Malory)の『アーサー王の死』 

11. アーサー王伝説の衰退と復活： マロリー『アーサー王の死』の出版からアルフレッド・テニスン(Alfred Tennyson) の”The 

Lady of Shalott”・ラファエル前派の絵画へ 

12. アルフレッド・ロード・テニスン(Alfred Lord Tennyson) の『国王牧歌』 

13. マロリー、テニスン、そして漱石へ：日本初のアーサー王文学「薤露行」 

14. まとめと確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義要綱に掲載した参考文献および授業内で提示する文献を授業前後に読んでおくことが望ましい。毎回ミニ課題を設定する

ので、講義のみならず、関連文献を読み、理解を深めて次回の講義につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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1. 青山吉信、1985、『アーサー伝説』、岩波書店 

2. アンヌ・ベルトゥロ、1997、『アーサー王物語』、創元社 

3. ジェイムズ・ノールズ、2000、『アーサー王物語』、偕成社文庫 

4. ジェフリ・オブ・モンマス、2007、『ブリタニア列王史』、南雲堂フェニックス 

5. 1990-96、『フランス中世文学集』、白水社 (4 巻本) 

6. ラヤモン、1997、『ブルート』、大阪教育図書 

7. サー・トマス・マロリー、2004-07、『アーサー王物語』、筑摩書房 (5 巻本) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1108 - 

■AM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM320／文学講義 ２０ 

(Lectures on Literature 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
石原 剛(ISHIHARA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日米文学・文化の相違について、マーク・トウェインの日本受容を検討することで理解する。同時に今日のアメリカ文化のグロー

バリゼーションについて考える際のヒントや視点を提供したい。 

 

This course aims to develop students' understandings of US-Japan cultural differences and various issues of globalization of 

American culture.  

 

授業の内容（Course Contents） 

明治以降今日まで、日本人がいかなる紆余曲折を経ながらアメリカの国民的作家マーク・トウェインを受容してきたか検討する。ト

ウェイン文学は、アメリカに特徴的な広大な空間、アメリカが抱えてきた人種の問題、アメリカ独特の言葉や言い回しなど、背景と

なるアメリカ文化と密接につながっている。従って、アメリカと文化様式や伝統を異にする日本人にとっては、作品のエッセンスを

十分に理解することが難しかった。その結果、日本人にとって受け入れやすい側面のみが強調されたり、日本人が理解しやすい

よう内容を改変するといったことが頻繁に行われた。そういった、日本人によるトウェイン文学の削除や強調、改変をみていくこと

は、即ち日米の文学や文化の伝統や特徴の相違そのものを検討していくことに他ならない。従って、本講義では、特に日本の文

学や文化の伝統、さらに同時代の日本の社会状況や大衆文化などに目を配りつつ、日本版のトウェイン作品が同時代の文化・

社会状況をいかに反映しているのか、原作との比較を交えながら検討していく。そうすることで、同時に、日米文学・文化の相違

や、日本の児童文学・文化の功罪をも考えていく。 

 

In this course, we will discuss the ways in which Mark Twain, one of the representative American authors, has been perceived in 

Japan for more than a century since Meiji era. Twain's literature is in a way an embodiment of American culture, and in 

particular his introduction of the American issues of race, space, and vernacular languages made it difficult for many Japanese 

to understand the essence of his literature. As a result, Twain's literature was sometimes distorted and even rejected in 

accordance with the norms of contemporary Japanese society. In this course, to understand the "Japanization" of Mark Twain, 

we will closely examine Japanese society and popular culture, particularly the US-Japan cultural relationships and the literary 

traditions of Japanese juvenile literature of the time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（本講義の目的と概要） 

2. 日本人とトウェイン（序）－マーク・トウェイン文学の概要紹介 

3. 明治期の日本とマークトウェイン（１）－日本初のトウェイン翻訳と山縣五十雄 

4. 明治期の日本とマークトウェイン（２）－明治期の日本版『王子と乞食』について 

5. 佐々木邦訳『ハック・フィン』における語りの軽視と感傷性の強調 

6. 佐々木邦訳『ハック・フィン』における批判精神の弱体化とアイロニーの消滅 

7. 大正期児童文学とトウェイン（１）－鈴木三重吉の「乞食の王子」を中心に 

8. 大正期児童文学とトウェイン（２）－千葉省三の『童話』を中心に 

9. 戦時下の日本におけるトウェイン―大仏次郎の日本版『王子と乞食』を中心に 

10. アメリカの占領と日本児童文学、『トム・ソーヤ』と『ハック・フィン』の検閲とお上品化 

11. 戦災孤児とアメリカ化の問題。民主化のヒーローとしての『ハック・フィン』 

12. 戦後日本の教科書におけるトウェイン―日米の国語教科書における『ハック・フィン』他 

13. アニメ版『ハック・フィン』と『トム・ソーヤ』、1980 年代まで 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業コメントの提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業コメント(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石原  剛、2008 年、『マーク・トウェインと日本―変貌するアメリカの象徴』、彩流社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1110 - 

■AM321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM321／文学講義 ２１ 

(Lectures on Literature 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文学 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 有美(TANAKA YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）扱う作家、作品、及び、その背景について基本的な理解を得る。 

（２）比較文学的アプローチを理解する上で必要な基本的な批評理論を理解する。 

（３）特定の文化的表現が既存のカテゴリーを超えて広がり、受容され、再構築されていく様相について理解する。 

 

1) Provide basic knowledge of authors, their literary works, and historical background information. 

2) Provide basic knowledge of comparative approaches to literary texts based on critical theory. 

3) Provide an understanding of global circulation of literary texts, emphasizing significant roles of their translation, reception, 

transformation and adaptation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「比較文学」という学問をご存知ですか。ひとまず、言語、国境（文化圏）、ジャンル、メディア形式、学問領域といった既存のカテゴ

リーを積極的に横断しながら、様々な文化的な表現を考察しようとするのが比較文学と言っておきます。 

 この授業では、英語と日本語、そして、アメリカと日本という境界を越え、アメリカ文学と日本文学の関係性について新たな理解

に至ることを目指します。まず、アメリカ文学史上でも重要な位置を占める三人の作家、エドガー・アラン・ポー、ウォルト・ホイット

マン、ウィリアム・フォークナーに焦点を絞り、彼等の作品と日本文学の関わりを理解します。そして、遠藤周作、村上春樹、現在、

盛んに英訳されている日本の女性作家たちの作品を通して、今日的な、より複雑な関係の有り様もみていきます。各作品の関係

を考察しながら、「影響」や「受容」、「間テクスト性」、「アダプテーション」といった比較文学的アプローチを検討するために必要な

批評的コンセプトについても確認していきます。 

 

Comparative literature is a study of literature, which attempts to cross the multiple boundaries such as languages, national 

borders, culture spheres, genres and media. This course aims to provide students with a new understanding of the connections 

between American and Japanese literature beyond the boundaries. Students will begin with studying significant figures in 

American literary history such as Henry Wadsworth Longfellow, Edgar Allen Poe, Walt Whitman, and William Faulkner and 

considering the relationship between their works and Japanese literature. We also focus on the unique role of Haruki Murakami 

as a translator and an introducer of some American writers for Japanese readers. Next, students will study the impacts of 

Japanese literature on American literature/ through Shusaku Endo, Haruki Murakami, and other novelists including Yoko 

Tawada, Yoko Ogawa and Miri Yu. Also, students will review several critical concepts related to comparative approaches such 

as influence, reception, intertextuality, and adaptation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：比較文学的アプローチについて 

2. エドガー・アラン・ポー 

3. ポーと日本文学：萩原朔太郎と大江健三郎を中心に 

4. ウォルト・ホイットマン 

5. ホイットマンと日本文学：有島武郎を中心に 

6. ウィリアム・フォークナー 

7. フォークナーと日本文学：大江健三郎と中上健次を中心に（１） 

8. フォークナーと日本文学：大江健三郎と中上健次を中心に（2） 

9. 中間テスト 

10. 遠藤周作『沈黙』とマーティン・スコセッシ『沈黙ーサイレンスー』（1） 

11. 遠藤周作『沈黙』とマーティン・スコセッシ『沈黙ーサイレンスー』（2） 

12. 村上春樹とアメリカ文学／文化 

13. 英訳される日本の現代小説：多和田葉子『献灯使』、小川洋子『密やかな結晶』、柳美里『JR 上野駅公園口』他 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者の関心や授業の進度によって、扱う作家や作品を変更することがあります。 
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予習や授業中に使用する文献については Blackboardにアップするので、各自入手して目を通してから授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業のやり方は、全授業回のうち数回程度（10 及び 11 週を考えています）対面実施、それ以外は、所定の時限にオンライン実

施を予定しています。履修者数によって変更する可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM324／文学講義 ２４ 

(Lectures on Literature 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 昭子(MIZOGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

南アフリカを舞台とした英語テクストを 19 世紀後半からアパルトヘイト終焉後の２１世紀までを概観しつつ、テクストのポストコロ

ニアルな読み方を習得する。 

 

The goal of this lecture is to enable students to analyze English texts set in South Africa from the late 19th century to the 21st 

century from a postcolonial perspective.  

 

授業の内容（Course Contents） 

南アフリカを舞台にして１９世紀後半から２１世紀初頭にかけて書かれた英語文学（探検記、冒険小説、農場物語、歴史文学、社

会派小説、演劇, 映画）を幅広く読んで概観し、そこに示される植民地主義、他者表象、民族主義、階級と人種、想像の共同体な

どの概念を理解し、テクストをポストコロニアル的視点で読み解く方法を会得する。 

 

In this lecture, students are going to read a variety of English texts set in South Africa (such as a travelogue, adventure story, 

farm novel, historical fiction, social novel, play and film) and to understand issues with regard to colonialism, representation of 

the "Other," nationalism, concepts of class and race, and "imagined"community. Ultimately, they will learn how to analyze those 

texts from a postcolonial perspective.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 南アフリカとイギリスをめぐる文学 および 南アフリカの歴史 

2. 探検と征服の時代：David Livingstone 

3. 探検と征服の時代：Rider Haggard 

4. アフリカ農場物語、環大西洋的国家意識、そして疑問①：Olive Schreiner 

5. アフリカ農場物語、環大西洋的国家意識、そして疑問②：Olive Schreiner 

6. 帝国臣民 汎アフリカ主義者 民族主義者①： Sol Plaatje 

7. 帝国臣民 汎アフリカ主義者 民族主義者②： Sol Plaatje 

8. 民衆とは誰なのか？： H. I. E. Dhlomo と Peter Abrahams 

9. アパルトヘイト終焉を希求する物語： Andre Brink と Mbongeni Ngema 

10. アパルトヘイト社会における白人農場物語概観 

11. アフリカ農場再訪①: Nadine Gordimer  

12. アフリカ農場再訪②: J.M. Coetzee 

13. 真実と和解の物語: Yael Farber 

14. 真実と和解の物語 :Sindiwe Magona まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントに関するワークシートの簡単な課題を次週迄にこなしておく（毎回３０分〜１時間程度） 

＊授業外に関連映画を映画館で鑑賞することを求める可能性あり(コロナ渦が収束していれば） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/出席および毎回の課題等(59%) 

授業数の３分の２以上出席が単位認定の条件。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中プリントで配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 福島富士男、1999、『アフリカ文学読みはじめ』、スリーエーネットワーク 

2. オリーヴ・シュライナー、2006、『アフリカ農場物語 （上下巻）』、岩波文庫 

3. 坂本利子、2016、『ナディン・ゴーディマが描いた南アフリカ社会: 人種、ジェンダー、セクシュアリティが交差する国家と家族の
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ポリティクス』、第三書館 

4. J・M・クッツェー、2007、『恥辱』、ハヤカワ文庫 

5. シンディウェ・マゴナ、2002、『母から母へ』、現代企画室 

6. アンキー・クロッホ、2010、『カントリー・オブ・マイ・スカル―南アフリカ真実和解委員会“虹の国”の苦悩』、現代企画室 

その他授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊授業外に関連映画を映画館で鑑賞する可能性あり (コロナ渦が収束していれば） 

 

注意事項（Notice） 
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■AM325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM325／文学講義 ２５ 

(Lectures on Literature 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象芸術 1 

担当者名 

（Instructor） 
碓井 みちこ(USUI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画の面白さはどこにあるのか、自分の言葉で考えられるようになる。 単なる受け手に留まるのではなく、送り手側の演出意図

を想像しながら、映画作品を見られるようになる。 

 

This course encourages students to think about the interesting aspects of film in their own words. Rather than passively 

receive the images on the screen, students will learn how to consider the intentions behind the dramatics while watching the 

work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

サスペンス映画の巨匠として名高いアルフレッド・ヒッチコックの諸作品を取り上げる。彼の作品が、映画の表現としての可能性を

大いに広げたことを、フィルム・テクストの詳細な分析によって明らかにする。 

 

Students will watch suspense films by famed director Alfred Hitchcock. Through a detailed analysis of film text, students will 

also discover how the director vastly expanded the possibilities for film as a form of expression. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：シラバスをもとに講義の概要を説明する 

2. 『めまい』（1958）鑑賞（鑑賞後の感想を提出する） 

3. 『めまい』：原作小説と映画の違い 

4. 『めまい』：POVショット、視線つなぎ 

5. 『めまい』：キャメラワーク、キャメラの動き 

6. 『めまい』：主人公の「経験」を描く 

7. 『めまい』の美術とロケーション、『めまい』が後の映画作品に与えた影響 

8. 『北北西に進路を取れ』（1959）鑑賞（鑑賞後の感想を提出する） 

9. 『北北西に進路を取れ』：サスペンスとは何か？スリラーとは何か？ 

10. 『北北西に進路を取れ』：サスペンス・シークェンスの演出① 

11. 『北北西に進路を取れ』：サスペンス・シークェンスの演出② 

12. 『北北西に進路を取れ』と『007』シリーズ 

13. 『北北西に進路を取れ』が後の映画作品に与えた影響 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業内レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『めまい』『北北西に進路を取れ』を教室外（自宅等）で鑑賞できるようにしてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. フランソワ・トリュフォー、1990、『定本  映画術：ヒッチコック／トリュフォー』（改訂版）、晶文社 (ISBN:4794958188) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面授業の実施回数については、初回授業等で別途指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM327／文学講義 ２７ 

(Lectures on Literature 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 1 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 翔太(KIKUCHI SHOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史を学び、現代英語の理解を深める。 

 

The aim of this course is to gain a better understanding of the current state of English by examining it from a historical 

perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、語彙・形態・統語・綴字・発音等の観点から、英語史の概観を描く。英語史研究で用いられる様々なリソース（辞書、

シソーラス、コーパス等）の使い方についても指導する。 

 

This course provides students with a historical outline of the English language in terms of lexicon, morphology, syntax, 

orthography, and pronunciation. Students will also familiarize themselves with a wide range of resources for the historical study 

of English such as dictionaries, thesauri, and corpora. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語史の概観 Part 1 

3. 英語史の概観 Part 2 

4. 語彙の歴史 Part 1 

5. 語彙の歴史 Part 2 

6. 形態の歴史 Part 1 

7. 形態の歴史 Part 2 

8. 綴字と発音の歴史 Part 1 

9. 綴字と発音の歴史 Part 2 

10. 文法・語法の歴史 Part 1 

11. 文法・語法の歴史 Part 2 

12. 現代英語の変異と変化 Part 1 

13. 現代英語の変異と変化 Part 2 

14. 授業総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書ならびに授業で配布、紹介された資料をよく読み、学習内容の理解を深めること。また、興味を持った内容については、授

業内で紹介されたリソースを用いるなどして、主体的に調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 寺澤盾、2008、『英語の歴史―過去から未来への物語』、中央公論新社 (ISBN:978-4121019714) 

授業ではハンドアウトも使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堀田隆一、2016、『英語の「なぜ？」に答えるはじめての英語史』、研究社 (ISBN:978-4327401689) 

2. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4750514697) 

その他、必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面で実施予定である。 
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注意事項（Notice） 
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■AM328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM328／文学講義 ２８ 

(Lectures on Literature 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史 2 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イギリス人の祖先がブリテン島に到来する前の大陸時代から古英語時代(5 世紀半ば～11 世紀半ば)までの言語とそれを取り

巻く状況、ならびに文献から透けて見えるイギリス人の祖先の世界観の概略を理解できるようになる。 

 

This course aims to help students understand (1) the history of the language from the era when the ancestors of the British 

people lived on the European continent to that of the Old English (the mid 5th to mid 11th centuries) and (2) the circumstances 

surrounding them, as well as the world view of the ancestors seen through their literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、あるいはまた footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうか、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史のなかでもとくに英語のもつゲルマン的な性格が色濃い古英語時代のことばと文化を学びながらみな

さんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶということは英語を立体的に見つめる目をも

つということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現代という時間のいわば表面に現れた現象だ

けを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

Ever since we started learning English many of us have surely had many doubts about the language - why does the subjunctive 

past form say “If I were...”, for example, or, why does the word “foot” become “feet” in plural instead of “foots”, etc. 

 It is often said that a language is a product of time. Naturally, it gives form to the human spirit. However, humans have lived 

throughout many periods, and it is in those periods in which the spirit is made. That is why many of the mysteries concerning a 

language can be explained by studying its history. 

 In this lecture you will find some answers to your doubts regarding English through the stories of the Old English and of the 

culture in which the Germanic aspects of the language strongly remained. Without historical aspects, you cannot understand the 

true nature of the occurrence. 

 For those aiming to become an English teacher, this kind of perspective is necessary. It is often said that a tree extends its 

roots under the surface of the soil as wide as the branches grow above. 

 Lastly let me introduce some words from the late Professor Itsuki Hosoe, the author of An Outline of English Syntax: “The 

present cannot exist without the past. If you intend to understand modern English clearly, you must also refer to the English 

language of the past.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション：英語の「大和ことば」と外来語 

2. 印欧語族と比較言語学：グリムの法則、ラテン文化 vs ゲルマン文化 

3. ゲルマン人の世界観 1：Gods はなぜ複数形、どんな神様？ 

4. ゲルマン人の世界観 2：beliefのなかに leaf、true のなかに tree 

5. ゲルマン人の世界観 3：ルーン文字の秘密 

6. 印欧語族のブリテン島到来 1：ケルト人とローマ人 

7. 印欧語族のブリテン島到来 2：ゲルマン人がアングロ・サクソン人になるとき 

8. アングロ・サクソン人のキリスト教改宗：Gods から Godへ 
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9. ヴァイキングの侵略 1：｢彼ら｣は｢卵｣や｢パン｣から｢死ぬ｣まで北欧からもってきた 

10. ヴァイキングの侵略 2：古英語へのヴァイキングの影響 

11. 古英語の文法 1：格に依存する言語とは 

12. 古英語の文法 2：不規則変化は本当に｢不規則」？ 

13. 古英語を読む 1：頭韻詩---ゲルマン諸語の中で最古の叙事詩 Beowulfなどを読んでみよう 

14. 古英語を読む 2：散文---イギリス版『日本書紀』Anglo-Saxon Chronicleなどを読んでみよう  

および筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトを Blackboard からダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復習には下に掲げる参考文献

を読めばいっそう理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終レポート(30%)/リアクションペーパー(10%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 織田哲司、2021、『インタープレタティオ・ヤポニカｰアングロ・サクソン人の改宗と詩』、明治大学出版会 

2. 織田哲司、2016、『「人間らしさ」の言語学』、開拓社 (ISBN:978-4-7589-2558-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable. 2012. A History of English Language, 6th ed.. Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. History of English Words. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. 風間喜代三、1993、『印欧語の故郷を探る』、岩波書店 (ISBN:978-4004302698) 

4. 中沢新一、2002、『熊から王へ』、講談社 (ISBN:4-06-258239-2) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 渡部昇一、1977、『英語の語源』、講談社 (ISBN:978-4061158801) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の見方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM329／文学講義 ２９ 

(Lectures on Literature 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 1 

担当者名 

（Instructor） 
十重田 和由(TOEDA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修生は本講義を通して以下を獲得します 

-英語の歴史（700-現在）についての理解 

-古英語の文法についての理解 

-古英語文献の読解能力 

-古英語文献の分析能力 

-英語史について議論する能力 

 

After successfully completing this course, students will be able to: 

- Explain the historical changes of the language (700-Present) 

- Understand and explain the rules of Old English grammar 

- Read Old English texts 

- Analyze and evaluate Old English texts 

- Have academic discussions on the history of the English language 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修生は、本講義を通して古英語(700-1100)から現代英語への歴史的変化についての理解を獲得します。授業では、古英語の

文法を理解し、古英語の文献の分析を行います。また、履修を通して英語の歴史に関連するトピックについて、意見の共有・ディ

スカッションを行います。 

 

 

In this course, students will gain knowledge about the historical changes of the English language, specifically Old English to 

Modern English (700-Present). Students will also learn the rules of Old English grammar and gain experience analyzing and 

evaluating Old English texts. This course also aims to provide a dynamic learning environment where students are provided 

many opportunities for idea sharing and academic discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・印欧語 

2. 古英語以前 

3. 初期古英語 

4. 古英語の文法１ 

5. 古英語の文法２ 

6. 古英語の文法３ 

7. 中間テスト 

8. 古英語の言語と文学（Alfred) 

9. 古英語の言語と文学（Aelfric) 

10. 古英語の散文を読む（聖書の読解：導入） 

11. 古英語の散文を読む（聖書の読解・分析） 

12. 古英語の韻文を読む（Beowulf) 

13. 古英語の復習 

14. 理解度の確認と解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の指定された範囲についてあらかじめ読むことを期待します。 

復習：授業で扱った内容について、提示された参考文献等を利用して復習・発展学習することを期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 岩崎春雄、1989、『英語史入門』、金星堂 (ISBN:4764703645) 

 

参考文献（Readings） 

随時、授業中にお知らせします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM330／文学講義 ３０ 

(Lectures on Literature 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論 2 

担当者名 

（Instructor） 
十重田 和由(TOEDA KAZUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修生は本講義を通して以下を獲得します 

-英語の歴史（1100-現在）についての理解 

-中英語の文法についての理解 

-中英語文献の読解能力 

-中英語文献の分析能力 

-英語史について議論する能力 

 

After successfully completing this course, students will be able to: 

- Explain the historical changes of the language (1100-Present) 

- Understand and explain the rules of the Middle English grammar 

- Read Middle English texts 

- Analyze and evaluate Middle English texts 

- Have academic discussions on the history of the English language 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修生は、本講義を通して中英語(1100-1500)から現代英語への歴史的変化についての理解を獲得します。授業では、古英語

の文法を理解し、古英語の文献の分析を行います。また、履修を通して英語の歴史に関連するトピックについて、意見の共有・デ

ィスカッションを行います。 

 

 

In this course, students will gain knowledge about the historical changes of the English language, specifically Middle English 

(1100-1500) to Modern English. Students will also learn the rules of Middle English grammar and gain experience analyzing and 

evaluating Middle English texts. This course aims to provide a dynamic learning environment where students are provided many 

opportunities for idea sharing and academic discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・古英語の文法事項の確認 

2. 中英語の文法 1（音韻論） 

3. 中英語の文法 2（形態論） 

4. 中英語の文法 3（統語論） 

5. 初期中英語の言語と文学作品 

6. 後期中英語の言語と文学作品 

7. Chaucer作品の理解（導入） 

8. Chaucer作品の理解（読解） 

9. Sir Orfeoの理解（導入） 

10. Sir Orfeoの理解（読解） 

11. 写本分析 

12. ルネサンス期の英語（初期近代英語） 

13. 後期近代英語・世界語としての英語 

14. 理解度の確認と解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：教科書の指定された範囲についてあらかじめ読むことを期待します。 

復習：授業で扱った内容について、提示された参考文献等を利用して復習・発展学習することを期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 岩崎春雄、1980、『英語史入門』、金星堂 

 

参考文献（Readings） 

随時、授業中にお知らせします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM331／文学講義 ３１ 

(Lectures on Literature 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 1 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の単音（子音・母音）、および、連続音を正しく発音し、聴き取れるようになる。 

さらに、英語音声を発音する際の音声器官の動きを理解できるようになる。 

 

This course will help students correctly pronounce and perceive sounds of the English language. 

In addition, it will also help them understand the movements of vocal organs when pronouncing English sounds. 

 

授業の内容（Course Contents） 

単音、連続音を発音する際の音声器官の動きについて講義する。 

単音、連続音の聴取練習をおこなう。 

 

This course provides an introduction to English phonetics. 

Students will learn how English sounds are articulated and practice recognizing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 子音の分類（調音点、調音様式、声の３つの変数による分類）、閉鎖音の音素と異音 

2. 声門の開口度（有声音・無声音、有気音・無気音との対応関係） 

3. 摩擦音  （どの音声器官のあいだに隙間があるのかを理解する） 

4. 破擦音（破擦音を構成する破裂音と摩擦音の調音点は同じ）、鼻音 （緩やかな閉鎖の開放、鼻音と有声閉鎖音の対応を理

解する） 

5. 側面音、半母音 （エル音は２種類、半母音は３種類あることを理解する） 

6. 母音の概説、単母音（短母音と長母音の分類は便宜的なものであることを理解する） 

7. 単母音（長母音は二重母音化の傾向があることを理解する） 

8. 二重母音（「狭い二重母音」、「広い二重母音」、「r の二重母音」の３種類を理解する） 

9. 音節と子音結合（グラフ化することで規則性があることを理解する） 

10. 鼻腔開放、側面開放、鼻音化されたたたき音、歯茎音（の連続）のたたき音化（規則性があることを理解する） 

11. 子音の同化（調音点、調音様式、声の３つの変数それぞれに同化がある）、融合同化（教科書で紹介されていますが根本

的な不備があり、代案を示します） 

12. 音の脱落 （子音の脱落、母音の脱落、それぞれに規則性があることを理解する） 

13. 語アクセント、複合語アクセント、句アクセント （規則性が存在することを理解する） 

14. 等時性と強形・弱形（両者を関連付けて学習する） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（各回 ５％、全１４回)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

2. 川原繁人、『ビジュアル音声学』、三省堂 (ISBN:9784385365329) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式です。 

「最終レポート」の概要を第１回授業で説明します。 
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「小テスト」は、担当教員が指定した時間帯にブラックボードに各自アクセスしていただき、ブラックボードで行います。 

各回のレジメの配布はブラックボードで行います。 

教科書の音声は教科書付属 CD に収録されており、出版社の HPから音声をダウンロードできる形になっていません。CD を再生

する手段を持たない人は各自対処してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM332／文学講義 ３２ 

(Lectures on Literature 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学 2 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１から７：カジュアルなスタイルで話される時の英語音声の特徴を理解し、英語の文を発音したり聴いたりする際に役立てる。 

９から１４：音の置き換えには、強化過程と弱化過程の２つがある。母音の強化過程を取り上げ、ある母音が別の母音に、なぜ変

化するのかを理解する。 

 

1-7: This course will help students understand the differenceｓ of pronunciation in dictionary form and casual speech form. This 

will be useful when pronouncing English sentences and listening to them. 

9-14: There are two kinds of sound substitution in English: strengthening process and weakening process. This course covers 

the strengthening process of English vowels, and it will help students understand why this type of sound substitution occurs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１から７：単独で発音された単語の発音形と、自然なスピードで話された単語連鎖の発音形とを対応付ける音の置き換えを解説

する。また、聴取練習をおこなう。 

９から１４：相対する３つの極の音声特徴を強化する方向で母音は変化します。大母音推移、現代の英語の変種(GA, RP, Aus, NZ

等）に関与している母音の強化過程を例として取り上げ講義します。 

 

This course provides an introduction to English phonetics and phonology.  

1-7: Students will learn how pronunciations in mental lexicon are mapped onto pronunciations in casual speech. Students will 

also practice listening to them. 

8-14: Students will learn strengthening processes in vowels which enhance characteristics of the opposing poles: palatality [i], 

labiality [u], sonority [ɑ]. Students will also learn the processes governing the Great Vowel Shift and regional variants of modern 

English (e.g. GA, RP, Aus, NZ, and others). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 等時性 （語、複合語、句をリズムのスロットに落とし込む） 

2. 音素と異音 （異音が生じる音声環境） 

3. 調音位置の同化、声の同化 

4. 狭めの同化（「融合同化」という特異な同化は存在しません） 

5. 歯茎音の弾音化、歯茎音の連続の弾音化、共鳴音の鼻音化 

6. 子音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

7. 母音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

8. 一見すると同じように見えるが、心的処理が全く異なる / n / 音の置き換え 

9. 母音を特徴づける３つの音声特徴 （Palatality, Labiality, Sonority） 

10. 大母音推移 と Canadian Raising  

11. Raising （Palatality/Labiality を増大させる音の置き換え） 

12. Lowering（Sonority を増大させる音の置き換え） 

13. Depalatalization, Delabialization （Palatality/Labiality を取り去る音の置き換え） 

14. Palatalization, Labializaiton （Palatality/Labiality を付加する音の置き換え,） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テストタイプ１（各７％、１２回分）(84%)/小テストタイプ２（各８％、２回分）(16%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回レジメ、ワークシートを配布（テキストは使用しない） 
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参考文献（Readings） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

2. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式です。第１１回～第１４回では、講義で解説した後、関連資料（英文）を説明していただきます（指名します）。 

「小テスト」は、担当教員が指定した時間帯にブラックボードに各自アクセスしていただき、ブラックボードで行います。 

各回のレジメの配布はブラックボードで行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM333／文学講義 ３３ 

(Lectures on Literature 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 1 

担当者名 

（Instructor） 
青木 深(AOKI SHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1940₋50 年代のアメリカ音楽文化の多様さを歴史的に理解するとともに、「戦後日本のアメリカ」という限定された時間・空間から

冷戦初期のグローバルな歴史をまなざす知的想像力を養う。 

 

The goals of this course are to understand the diversity of music cultures in the United States from the 1940s to the 1950s, 

and to develop historical perspective by considering the broader context of the early Cold War through the specific field of 

"America in postwar Japan". 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦後、アメリカ合衆国を主とする連合国の占領下におかれた日本では、地理的・社会的に広い範囲にわたってアメ

リカ人やアメリカ文化との接触・交流・衝突が生じ、これは朝鮮戦争をへて占領終結後の 1950年代半ばまで続いた。しかし、戦後

日本にあらわれた「アメリカ」の実態は、マッカーサー、ジープ、チューインガムといった紋切り型の「進駐軍」表象に隠れて見えづ

らくなっている。この授業では、ポピュラー音楽に関わる日米の接触に着目しながら、占領期から朝鮮戦争期の日本における「ア

メリカ人」や「アメリカ文化」の多様な様相を講義し、1940-50 年代のアメリカ社会・文化に関する歴史的理解を深めていきたい。 

 

From the Allied occupation period to the aftermath of the Korean War, Japan experienced wide range of geographic and social 

interactions with the United States. Yet, the diverse realities of American individuals and their cultures have been veiled under 

the stereotypical representation of Shinchugun, such as General MacArthur, U.S. military jeeps, and American chewing gum. 

Focusing on postwar cultural contacts through a study popular music, this course will explore the true complexity of the 

American presence and deepen understanding of American social and cultural histories in the 1940s and the 1950s. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 戦後に来日したアメリカ軍の概要 

3. 軍楽隊の「アメリカ」 

4. 米軍放送の「アメリカ」 

5. 小括（1）――異文化を持ち込む人とメディア 

6. 滞日した米軍人と音楽（1）――「旧世界」ヨーロッパの痕跡 

7. 滞日した米軍人と音楽（２）――ヒルビリーとウエスタン 

8. 小括（２）――アメリカ軍と人種 

9. 滞日した米軍人と音楽（３）――黒人兵の記憶と記録 

10. 滞日した米軍人と音楽（4）――旧スペイン植民地の広がり 

11. 滞日した米軍人と音楽（5）――ハワイ経由のアメリカ 

12. アメリカへ持ち帰られた「極東」の歌 

13. 総括――微視的な記録・記憶と巨視的な歴史 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の配布資料や、授業中に提示した参考文献を読む。 

関連する映像や音楽を動画サイト等を利用して視聴する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回ごとに教員が作成した教材を配布する（「立教時間」にアップロードする）。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 青木深、2013、『めぐりあうものたちの群像――戦後日本の米軍基地と音楽 1945ー1958』、大月書店 (ISBN:9784272520862) 

2. 大和田俊之、2011、『アメリカ音楽史ーーミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』、講談社 (ISBN:978-4-06-

258497-5) 

上に挙げたもの以外については、適宜、授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は「対面」と指定されているため、最低限、原則的には数回の対面授業を実施する。教員としてはすべて「対面」の授業を

したいと希望してはいるが、授業期間中のコロナウィルスの感染状況や受講者数も不確定のため、実際には 1-2 回しか「対面」

授業を実施できないかもしれない。本シラバス入力時のような状況（2021 年 1 月、東京都内の感染者数 2000 人台／1 日）であ

れば、「対面」授業は、できたとしても期間中に 1-2 回程度だろう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM334／文学講義 ３４ 

(Lectures on Literature 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情 2 

担当者名 

（Instructor） 
高桑 晴子(TAKAKUWA HARUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アイルランドの文化を概観することでイギリス(特にイングランド)、アメリカを中心とする英語文学・英語文化の理解を見直す。英語

文化の多様性や相克を理解し、脱中心的なものの見方を体得することが目標となる。 

 

The class will have an overview on Irish cultural history with an emphasis on its Anglophone literary heritage. We will look at 

cultural negotiations and conflicts within English-speaking world and understand the diversity of Anglophone culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アイルランドの歴史をケルトの時代から現代まで理解するとともに、アイルランドの文化・文学・映像作品を紹介していく。特に 800

年にわたるイングランドによる支配によって生まれたアイルランドのナショナル・アイデンティティーの複雑性に注目していく。 

 

The class will look at the history of Ireland from the Celtic age to the present day, and introduce Irish culture, literary works and 

films to further the understanding. One of the main themes will be the complexity of Irish national identity that is brought by the 

800-year English/British rule of the island. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation 

2. History of Ireland: From the Celts to the Anglo-Normans 

アイルランドの歴史と文化(1)―ケルト文化とアングロ=ノルマン文化 

3. Tudor Ireland and Colonisation 

アイルランドの歴史と文化(2)―植民地問題・宗教問題の始まり 

4. Early Poetry; Edmund Spenser; Aisling Poems  

初期の詩、エドマンド・スペンサーとアイルランド、アイルランド語詩 

5. History of Ireland (3): from Ascendancy and Penal Laws to the Great Famine 

アイルランドの歴史と文化(3)―プロテスタント支配と刑罰法、大飢饉 

6. Jonathan Swift, Maria Edgeworth, Thomas Moore, James Clarence Mangan 

ジョナサン・スウィフト、マライア・エッジワース、トマス・ムーア、ジェイムズ・クラレンス・マンガン 

7. History of Ireland (4): Towards Independence 

アイルランドの歴史と文化(4)―独立運動と南北分断 

8. George Moore, Somerville and Ross, W.B. Yeats, James Joyce 

ジョージ・ムーア、サマヴィル＆ロス、W・B・イェイツ、ジェイムズ・ジョイス 

9. History of Ireland (5): The Republic of Ireland 

アイルランドの歴史と文化(5)―アイルランド共和国 

10. Film _The Commitments_, Film _Once_ 

映画に見るアイルランドの変化『ザ・コミットメンツ』、『Once—ダブリンの街角で』 

11. History of Ireland (6): Northern Ireland and the Troubles 

アイルランドの歴史と文化(6)－北アイルランド問題  

12. Northern Irish Poets 

北アイルランド詩人の興隆 

13. Ireland and Brexit (1) 

アイルランドとイギリスの欧州離脱 (1) 

14. Ireland and Brexit (2) 

アイルランドとイギリスの欧州離脱 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストおよびプリントの指定された部分を予め読んでおくこと。 

エッセイのための下準備をすること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ショート・エッセイ(30%)/小テスト・宿題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ハンドアウトを随時準備する 

 

参考文献（Readings） 

1. Richard J. Kelly et al.. 2002. A Look at Ireland. 開文社 (ISBN:4875714750) 

適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM335／文学講義 ３５ 

(Lectures on Literature 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
田中 裕介(TANAKA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 20 世紀半ば以降の英国ファッションの歴史を知る 

(2) イギリス文化の特質への理解を深める 

(3) 世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状や課題を理解する 

 

1.This course will explore the history of British fashion since the mid-twentieth century. 

2.This course will enable students to understand characteristics of British culture. 

3.This course will explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, and issues faced by 

the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリスのファッション文化史の一側面について、代表的な現代のデザイナーの生涯と業績を検証することを通じて考察する。 

また、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上の SNS・掲示板等を利用した双方向的な異

文化理解を実践することが求められる。 

 

Students will consider an aspect of the cultural history of British fashion through examining lives and works of the eminent 

contemporary designers.  

Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the Rikkyo University international exchange lounge, internet 

SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、および異文化交流の体験的理解についての導入 

2. Paul Smith1 

3. Paul Smith2 

4. Mary Quant1 

5. Mary Quant2 

6. Laura Ashley1 

7. Laura Ashley2 

8. Margaret Howell1 

9. Margaret Howell2 

10. Vivienne Westwood1 

11. Vivienne Westwood2 

12. Alexander McQueen1 

13. Alexander McQueen2 

14. まとめ、および異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連英文資料の翻訳 

参考映像資料の視聴 

国際交流ラウンジや SNS・インターネットサイトなどを通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の翻訳課題(30%)/小レポート（2 回程度）(40%) 

 

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)） 

2021 年 1 月現在のコロナウイルス感染状況があまり変わらなければ、「全授業回のうち 1 回のみ対面実施予定」となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM336／文学講義 ３６ 

(Lectures on Literature 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目標は、ヴァージニア・ウルフの系譜学について注目することで、文学テクストの精読の方法論を学んでいくことにあり

ます。また、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状・課題を理解することも目標とします。 

 

The goal of this course is to teach students intensive reading methodology of literary text by studying the literary genealogy of 

Virginia Woolf. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of communication between cultures, 

and issues faced by the multicultural world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、モダニズム文学を代表する英国作家ヴァージニア・ウルフの小説を丁寧に読みといていくとともに、彼女のエクリチ

ュールに影響を受けた作家たちの系譜学を描き出していきます。映画作品の上映なども交えながら、モダニズムの大いなる遺産

を検証していきます。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を利

用した双方向的な異文化理解を実践することが求められます。 

 

In this course, students will carefully read novels by the iconic modernist British author Virginia Woolf and delineate the literary 

genealogy of authors influenced by her written works. In addition, students will also view related films in their investigation of 

the significant impact of modernism. Furthermore, students in taking this course are encouraged to use the Rikkyo University 

international exchange lounge, internet SNS and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of 

different cultures into practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション および、異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(1) 

3. 映画『めぐりあう時間たち』とヴァージニア・ウルフ(2) 

4. 小説『灯台へ』とヴァージニア・ウルフ(1) 

5. 小説『灯台へ』とヴァージニア・ウルフ(2) 

6. 小説『灯台へ』とヴァージニア・ウルフ(3) 

7. 小説『灯台へ』とヴァージニア・ウルフ(4) 

8. 小説『忘れられた巨人』とカズオ・イシグロ(1) 

9. 小説『忘れられた巨人』とカズオ・イシグロ(2) 

10. 小説『忘れられた巨人』とカズオ・イシグロ(3) 

11. 小説『忘れられた巨人』とカズオ・イシグロ(4) 

12. 小説『献灯使』と多和田葉子(1) 

13. 小説『献灯使』と多和田葉子(2) 

14. まとめ ヴァージニア・ウルフのアクチュアリティ および、異文化交流の体験的理解についての総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎週、小説を数十頁読んできてもらうことになります。 

また、国際交流ラウンジやインターネット上のＳＮＳ・掲示板等を通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解してもらいま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（批評１）(40%)/リアクションペーパー（批評２）(40%)/リアクションペーパー（批評３）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヴァージニア・ウルフ、2004、『灯台へ』、岩波文庫 (ISBN:4003229118) 

2. カズオ・イシグロ、2017、『忘れられた巨人』、ハヤカワ epi文庫 (ISBN:4151200916) 

3. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 
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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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■AM337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM337／文学講義 ３７ 

(Lectures on Literature 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
大串 尚代(OOGUSHI HISAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、世界の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状や課題を理解することを目的する。本講義では特に文化の

多様性に着目し、植民地時代から 19 世紀にかけてのアメリカ文学を人種やジェンダーの視点をもって考察するための、文学史

的な知識を身につけることを目標とする。 

 

This course is designed to introduce the literary history of American women writers from the nineteenth-century to the early 

twentieth century.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ホーソーン，エマソン，メルヴィルらなど，男性作家によるアメリカ文学の正典（キャノン）とみなされる作品が出版された 19 世紀

は，同時に女性作家が，売り上げ的には男性作家をしのぐほどに，華々しく活躍した時代でもあった。本講義は、植民地時代から

始まり、18 世紀末のアメリカ独立期、第一派フェミニズム運動の勃興期である 19 世紀半ばを経て、20 世紀初頭の女性参政権運

動の時期までを、アメリカ女性史をふまえながら概観する。扱う作家はメアリ・ホワイト・ローランドソン、スザンナ・ローソン、キャサ

リン・マリア・セジウィック、リディア・マリア・チャイルド、スーザン･ウォーナー、ファニー・ファーン、ハリエット・ビーチャー・ストウ、

ルイザ・メイ・オルコット、シャーロット・パーキンス・ギルマンなどを予定している。なお、当授業を受講する学生には、立教大学の

国際交流ラウンジやインターネット上の SNS・掲示板等を利用した双方向的な異文化理解を実践することが求められる 

 

The age of so-called "American Renaissance" witnessed not only the publication of literary masterpieces by male authors such 

as Hawthorne, Emerson or Melville, but also the female best-selling authors such as Maria Cummins, Harriet Beecher Stowe, or 

Susan Warner. However, those female writers are often ignored and neglected in the courses of the historical survey of 

American literature. In this course, we will learn a history of American literature focusing on the female authors most of whom 

were "rediscovered" during 1970s and 80s thanks to the feminist literary scholars.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の説明および異文化交流の体験的理解についての導入 

2. 背景１：植民地時代（ローランドソン） 

3. 背景２：植民地時代（ハチンソン） 

4. 誘惑小説（ローソン，フォスター） 

5. ユニテリアン論とリベラル・フィクション（ハナ・アダムズ、リー） 

6. インディアン歴史小説（セジウィック，チャイルド） 

7. 感傷小説（ウォーナー，カミンズ） 

8. 所感宣言（フラー，スタントン） 

9. 反奴隷制小説（ストウ，ジェイコブス） 

10. 家庭小説（オルコット） 

11. 幻の女性大統領候補（ウッドハル） 

12. 「新しい女性」に向けて（ギルマン、ショパン、ウォートン） 

13. 西部開拓と女性（ワイルダー）および、異文化交流の体験的理解についての総括 

14. 授業内筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示した課題図書から一冊選び、学期末までに読了する。また、国際交流ラウンジや SNS・インターネットサイトなどを

通じて文化の多様性と交流の意義を体験的に理解する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に指定した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 



 

 - 1136 - 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM338／文学講義 ３８ 

(Lectures on Literature 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの大衆文化に関する知識を深め、その審美性と政治性を分析する際に有用となる批評の方法論を学ぶ。あわせて、世界

の文化の多様性や異文化コミュニケーションの現状や課題を理解する。 

 

The aim of this course is to help students acquire a deep understanding of popular culture in the U.S. and a critical ability to 

analyze its aesthetic as well as political aspects. This course will also explore the present diversity of world cultures, state of 

communication between cultures, and issues faced by the multicultural world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 ディズニーの古典的名作である『ダンボ』（1941 年）の徹底的な「精読」を試みる。巨大な耳という、規範を逸脱した身体的特徴を

持つダンボは、それによって差別を受けるしょうがい者であると同時に、アフリカ系アメリカ人を象徴するカラスたちと交流を持つ。

一方で彼は、サーカスの仕事に従事する（ローズヴェルト政権下の）労働者でもあり、そのサーカスとは、道化が化粧や女装をす

る性的な転覆の空間でもある。また、ダンボが夢の中で見る不思議なピンクの象たちは、子象が心に秘めている無意識の不安や

欲望を透かし出す。 

 こうした『ダンボ』の諸相を読み解くうえでは、障害研究、動物研究、クィア批評、精神分析といった批評的参照枠が有益となる。

さらに、初期のミッキーマウス映画や『ピノキオ』、『ライオン・キング』、『ノートルダムの鐘』、『美女と野獣』、『くまのプーさん』など

も視野に収めつつ、作品と批評理論のあいだを柔軟に往還することで、アメリカ文化の本質的な一局面に肉薄することを目指し

たい。 

 また、当授業を受講する学生には、立教大学の国際交流ラウンジやインターネット上の SNS・掲示板等を利用した双方向的な

異文化理解を実践することが求められる。 

 

 This course attempts a close reading of Dumbo (1941), one of the earliest and the most sophisticated Disney animated 

classics. We will explore the ways in which the little elephant represents a socially marginalized presence in terms of disability, 

race, class, and sexuality. In order to examine the film's symbolic dimensions, we will draw on critical methodologies such as 

disability studies, animal studies, queer theory, and psychoanalysis. In addition to Dumbo, special attention will be given to 

Mickey Mouse shorts, Pinocchio, The Lion King, The Bells of Notre Dame, Beauty and the Beast, and Winnie the Pooh. 

 Students in taking this course are also encouraged to use the Rikkyo University international exchange lounge, internet SNS 

and bulletin boards, and other interactive media to put their understanding of different cultures into practice.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――異文化交流の体験的理解についての導入 

2. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（１） 

3. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（２） 

4. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（３） 

5. サーカスの肉体労働――動物研究（critical animal studies）と社会意識（１） 

6. サーカスの肉体労働――動物研究（critical animal studies）と社会意識（２） 

7. 小テスト 

8. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（１） 

9. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（２） 

10. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（３） 

11. 夢見る動物たち――精神分析(psychoanalysis)と脱構築批評（１） 

12. 夢見る動物たち――精神分析(psychoanalysis)と脱構築批評（２） 

13. 今期の授業内容および異文化交流の体験的理解についての総括 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げるディズニー映画はなるべく各自でＤＶＤをレンタルして視聴するとともに、YouTube で見られるミッキーマウスの

短編映画（数十本あり）にできる限り目を通すことが望ましい。また、国際交流ラウンジや SNS・インターネットサイトなどを通じて
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文化の多様性と交流の意義を体験的に理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(20%)/最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

状況の許す限り対面で行うが、非対面で行う場合には Google Drive に動画をアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM339／文学講義 ３９ 

(Lectures on Literature 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「南海の英国」から「太平洋国家」へと変貌と遂げたニュージーランド社会の成り立ちや、先住民マオリの文化を基層とするその国

民文化の深層を学び、「英語圏文化」の多様性に対する理解を深めます。 

 

To develop an understanding of the diversity of “English Culture” by learning about the society of New Zealand, which has 

historically changed from “Britain of the South” to “a Pacific country,” and the deeper layers of the country’s culture based on 

that of the indigenous Maori people. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語研修地先として人気が高いニュージーランドですが、この国には英語以外にもう２つの公用語があります。それは先住民マ

オリの言語、つまりマオリ語と手話です。これは、まさに現代ニュージーランド社会の社会正義に対する意識の高さを示すともい

えますが、ある種のエクスキューズにもなっています。本授業では、こうしたニュージーランド社会や文化の成り立ちや諸相を明ら

かにしていきます。なお、本講義の履修生は「文学講座 40 英語圏文化 2」とあわせて履修することが望ましいです。  

 

This course introduces various aspects of the society and the culture of New Zealand with their history. While New Zealand is a 

popular destination for English training programs, it has two more official languages: Maori language, spoken by the indigenous 

Maori people, and NZ sign language. This point shows the awareness of the society toward social justice, but it also can be a 

vindication. Topics such as this are considered throughout the course. It is recommended that students taking this course also 

plan on registering for Lectures on Literature 40 English Culture 2.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ニュージーランドの国旗は？ 

2. 「白く長い雲のたなびく地」とポリネシア系先住民マオリ 

3. マオリの伝統的な社会・文化概説 

4. キャプテン・クックの登場 

5. ニュージーランドの誕生とワイタンギ条約 

6. 先住民マオリの抵抗運動その 1 マオリとキリスト教、千年王国運動 

7. 先住民マオリの抵抗運動その 2 土地戦争、マオリ王 

8. ヨーロッパ系住民の社会 

9. 先住民族政策の変遷 

10. ワイタンギ審判所 

11. マオリ先住権復活運動 

12. マオリ文化復興運動 

13. 先住民社会と多文化主義／二文化主義 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパーや課題等の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. キース・シンクレア、1982 年、『ニュージーランド史』、評論社 (ISBN:4566056015) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち数回程度対面実施予定（感染拡大状況により判断します） 

 

注意事項（Notice） 
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■AM340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM340／文学講義 ４０ 

(Lectures on Literature 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グロ—バル化が進むニュージーランド社会に関し、先住民マオリ社会(文化)を軸として、ジェンダー、環境、スポーツ、社会正義と

いった側面から考察し、その多様な様相に迫ります。そして、「英語圏文化」の歴史と現状に対する理解を深めます。 

 

To gain insight into the diverse aspects of New Zealand's globalizing society, e.g. gender, environment, sport, social justice, with 

the indigenous Maori society and culture as a pivotal viewpoint, and become familiar with historical and contemporary situations 

of “English Culture.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

マジョリティ社会、移民社会、先住民社会というそれぞれの視点から、グローバル化が進むニュージーランド社会を多角的にとら

えます。具体的には、文化のイメージ、映画、ジェンダー、環境、スポーツ（ラグビーなど）、レイシズム、非核政策などを通してニュ

ージーランド国民文化の成り立ちを明らかにします。本講義の履修生は「文学講座 39 英語圏文化 1」とあわせて履修することが

望ましいです。  

 

This course presents viewpoints of the society of mainstream people, immigrants, and indigenous people to see New Zealand's 

globalizing society from various angles. Issues related to cultural image, movie, gender, environment, sport (e.g. rugby), racism, 

and nuclear free policy are mainly discussed. It is recommended that students taking this course also plan on registering for 

Lectures on Literature 39 English Culture 1. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバリゼーションとニュージーランド社会 

3. ニュージーランド観光とマオリ 

4. ニュージーランドと映画産業 

5. 映画からみる先住民マオリ Once were warriors 

6. 映画からみる先住民マオリ Whale rider 

7. 映画からみる NZ社会とジェンダー 

8. ニュージーランド社会とラグビー ハカ 

9. ニュージーランド社会と「社会正義」 

10. ニュージーランドと非核政策 

11. ニュージーランドと環境問題 

12. ニュージーランドと環境問題 先住民族の立場から 

13. ニュージーランド国民文化と先住民マオリ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパーや課題等の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. 河合利光編、2002 年、『オセアニアの現在』、人文書院 (ISBN:4409530267) 

4. ニュージーランド学会編、2019 年、『ニュージーランド TODAY』、春風社 (ISBN:9784861106446) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち数回程度対面実施予定（感染拡大状況により判断します） 

 

注意事項（Notice） 
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■AM341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM341／文学講義 ４１ 

(Lectures on Literature 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化的事象を考察するときの観点がクラス・ジェンダー・エスニシティーに関する問題意識によって変化することを学び、文化理解

の視野を広げる。 

 

Cultivation of cultural understanding (with wider perspectives on issues of class, gender, and ethnicity), and enhancement of 

deeper understanding of cultural differences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョン・バージャーの美術批評 Ways of Seeing が収録するエッセイのうち 4 編の原文の精読を通して、芸術作品の持つ意味や芸

術作品を所有することの意味を、時代的・文化的背景の中で考察する。 

 

Through close reading of four essays from John Berger’s Ways of Seeing,  students are encouraged to study multi-layered 

meanings of artworks and of art-ownership in historical and cultural contexts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 著者について  

テキストの概要と授業の進め方について（発表担当回の割り振り） 

2. テーマ１：見ることと知ること 

フランス・ハルス「アルムズ慈善院の理事たち」等（pp.7—16） 

3. テーマ１：見ることと知ること 

レオナルド・ダ・ヴィンチ「岩窟の聖母」等（pp.16—24）  

4. テーマ１：見ることと知ること 

ピーテル・ブリューゲル「ゴルゴタの丘への行進」等（pp.24—34）  

5. テーマ２：絵画の中の女性たち 

クラナッハ「パリスの審判」等（pp.45—53） 

6. テーマ２：絵画の中の女性たち 

レンブラント「ダナエ」等（pp.54—64） 

7. 前半のまとめ／中間テスト 

8. テーマ３：油彩画の主題と所有権 

「パストン・トレジャーズ」等（pp.83—88） 

9. テーマ３：油彩画の主題と所有権 

ホルバイン「大使たち」等（pp.88—96） 

10. テーマ３：油彩画が表した所有権 

ロムニー「ボーモント一家」等（pp.97—104） 

11. テーマ３：油彩画の主題と所有権 

レンブラント「自画像」等（pp.104—112） 

12. テーマ４：消費者社会の広告に引き継がれた油彩画の伝統 

マネ「草上の昼食」等（pp.129—144） 

13. テーマ４：消費者社会の広告に引き継がれた油彩画の伝統 

マグリット「自由の戸口で」等（pp.144—155） 

14. 後半のまとめ 

最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignments)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で案内する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. John Berger. 1972(2008). Ways of Seeing. Penguin (ISBN:9780141035796) 

 

参考文献（Readings） 

1. John Berger (Ed. by Tom Overton ). 2016. Landscapes: John Berger on Art. Verso (ISBN:9781784785857) 

2. Katja Lang with Emmanouil Kalkanis. 2017. An Analysis of John Berger's Ways of Seeing. Routledge (ISBN:9781912284641) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

(1) 初回は対面実施とし、以降数回程度対面実施予定。 

(2) 2～6、8～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回の発表箇所についてレジュメを用意し、次のことを発表すること： 

・担当回の本文全体の要約 

・本文中の引用作品の補足説明 

・内容に関して疑問に思ったことや共感したこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AM342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM342／文学講義 ４２ 

(Lectures on Literature 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文化研究では、考察を深めるための問い（research questions)が重要である。この授業ではそうした問いの立て方について

理解を深めることを目標とする。 

 

Any research in comparative culture requires appropriate research questions. Understanding of how to prepare such questions 

is the goal of this class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョン・バージャーの The Shape of a Pocket 収録のエッセイを原書で精読し、著者の芸術作品の捉え方や今日の世界のあり方
への批判から学ぶ。各エッセイが取り上げる芸術作品についても考察する。 

 

Through close reading of essays in John Berger’s The Shape of a Pocket, students are to learn the author’s critical views on 

artworks, and on what is happening to the world today.  The artworks reviewed in each essay are also in the scope of research 

in the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前半（第 1 回～7 回）の概要と発表担当回の割り振り 

サマラーティ 

“Opening a Gate” (pp.3—6) 

2. 時代を超えて鑑賞者の心を動かす絵画について 

“Steps Towards a Small Theory of the Visible (for Yves)” (pp.9—22) 

3. 〈フェイス〉と〈プレイス〉／ショーヴェ洞窟の壁画 

“Studio Talk (for Miquel Broceló)” (pp.25—32) 

“The Chauvet Cave” (pp.33—42) 

4. ヴィヤ・セルミンス／ミイラ棺の肖像画 

“Penelope” (pp.43—48”) 

“The Fayum Portraits” (pp.51—60) 

5. ドガ／ゴッホ 

“Degas” (pp.61—68) 

“Vincent” (pp.85—92) 

6. レンブラント 

“Rembrandt and the Body” (pp.103—111) 

“A Cloth Over the Mirror”(pp.115-119) 

7. ブランクーシ 

“Brancusi” (pp.121—127) 

8. 前半のまとめ 

中間テスト 

9. 後半（第 9 回～13 回）の概要 

ジョルジョ・モランディ 

“Giorgio Morandi  (for Gianni Celati)”(pp.141-145)  

10. レイモンド・メイスン 

“Pull the Other Leg, It's Got Bell On It”(pp.147—154) 

11. テオドール・ジェリコー 

“A Man with Tousled Hair” (pp.171—180) 

12. ヒエロニムス・ボス 

“Against the Great Defeat of the World” (pp.207—215) 

13. ゴヤ 

“Will It Be a Likeness?” (pp.245—60) 

14. 後半のまとめ 
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最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（テキストに目を通し、不明な語句の意味を調べておく）を必ず行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Berger. 2002. The Shape of a Pocket. Bloomsbury Publishing Plc (ISBN:9780747558101) 

テキストは最初の数回は PDFで配付します。その後は各自で用意してください。詳しくは初回授業で説明します。（2021.8.6 変更） 

【変更前】テキストは初回授業時から使用しますのでご用意ください。 

 

参考文献（Readings） 

1. John Berger (Ed. by Tom Overton ). 2015. Portraits: John Berger on Artists. Verso (ISBN:9781784781798) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

(1) 初回は対面実施とし、以降数回程度対面実施予定。 

(2) 2～7、9～13 の各回は、履修者による発表を行う。担当回の担当箇所についてレジュメを用意し、次のことを発表すること。 

・担当箇所の要約 

・印象に残った考え方や気になった表現 

・文中で言及のある固有名詞（人名・作品・地名）の補足説明 

・内容に関して疑問に思ったこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AM781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1150 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1151 - 

■AM783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1152 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1153 - 

■AM784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1154 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1155 - 

■AM785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1156 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1157 - 

■AM786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1158 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1159 - 

■AM787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1160 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1161 - 

■AM788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C1a) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する講義科目「ドイツ語圏文化概論 1」のプロトコル（記録）のまとめ方，学術的な概説書（新書）を的確に理解

し，要約する技術，口頭発表の方法，学問的な質疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法，レポート作成

法などを指導する。 

授業では毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。詳細は第 1 回目の

授業で説明する。また「ドイツ語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容の

ノートの取り方，２．講義内容を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．文書作成ソフトの

操作，５．聞き手の興味を喚起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練す

る。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界

史の学習内容を「ドイツ語圏文化概論１」と関連づけるために，最終レポート課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの

準備として，夏休みの課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 



 

 - 1166 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

プロトコル用テクスト：『ドイツ語史』 

口頭発表用テクスト：別表のリスト参照。 

＊須澤・井出『ドイツ語史』はドイツ語圏文化概論１でも使用する。口頭発表用テクストのリストは、4 月のガイダンス時に配布す

る。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C1b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する講義科目「ドイツ語圏文化概論 1」のプロトコル（記録）のまとめ方，学術的な概説書（新書）を的確に理解

し，要約する技術，口頭発表の方法，学問的な質疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法，レポート作成

法などを指導する。 

授業では毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。詳細は第 1 回目の

授業で説明する。また「ドイツ語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容の

ノートの取り方，２．講義内容を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．文書作成ソフトの

操作，５．聞き手の興味を喚起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練す

る。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界

史の学習内容を「ドイツ語圏文化概論１」と関連づけるために，最終レポート課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの

準備として，夏休みの課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

プロトコル用テクスト：『ドイツ語史』 

口頭発表用テクスト：別表のリスト参照。 

＊須澤・井出『ドイツ語史』はドイツ語圏文化概論１でも使用する。口頭発表用テクストのリストは、4 月のガイダンス時に配布す

る。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C1c) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. These will form the basics of 

techniques and methods used in course in German literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する講義科目「ドイツ語圏文化概論 1」のプロトコル（記録）のまとめ方，学術的な概説書（新書）を的確に理解

し，要約する技術，口頭発表の方法，学問的な質疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法，レポート作成

法などを指導する。 

授業では毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。詳細は第 1 回目の

授業で説明する。また「ドイツ語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容の

ノートの取り方，２．講義内容を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．文書作成ソフトの

操作，５．聞き手の興味を喚起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練す

る。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界

史の学習内容を「ドイツ語圏文化概論１」と関連づけるために，最終レポート課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの

準備として，夏休みの課題を課す。 

 

Students will receive instructions on techniques used to summarize Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, taken 

simultaneously during spring semester, in protocols (records). Students will also receive instructions on oral presentation 

method, foundation of conducting scholarly Q&A, and self-driven learning methods by using reference books. 

In this class, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected members will lead 

discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of Introduction to 

Cultures in German Speaking Areas 1. Students will train their abilities in: 1. Methods to take notes during the class; 2. Cautions 

when summarizing lesson details in texts; 3. Theoretically correct grammars and vocabularies in report writing; 4. Methods to 

create documents on their personal computers; 5. Performance during oral presentation to incite interests in others; 6. Methods 

to ask questions to draw out information correctly. In addition, students should bear in mind that expressing their opinions 

during discussion and proactive participation are required for attendance records. Furthermore, reference books will be 

specified for students’ final assignment to connect Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1 and lessons learnt in 

high school world history class. In addition, students will receive assignments for summer holiday as preparation for Introductory 

Seminars C2a-c during autumn semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 



 

 - 1170 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

プロトコル用テクスト：『ドイツ語史』 

口頭発表用テクスト：別表のリスト参照。 

＊須澤・井出『ドイツ語史』はドイツ語圏文化概論１でも使用する。口頭発表用テクストのリストは、4 月のガイダンス時に配布す

る。 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C2a) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。また「ドイツ語

圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっているドイツ語

圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して提出。テ

ーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，授業で使

用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記

してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表・プロトコル(40%)/授業への積極的参加(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

詳細は授業内に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

詳細は授業内に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C2b) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。また「ドイツ語

圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっているドイツ語

圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して提出。テ

ーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，授業で使

用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記

してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表・プロトコル(40%)/授業への積極的参加(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

詳細は授業内に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

詳細は授業内に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C2c) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

Students will learn about foundation of literature, culture, and language in German speaking areas. At the same time, students 

will receive trainings in information gathering, oral presentation, reporting, creation of lesson records, and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，毎回指名された担当者がテキスト（新書）の内容についてまとめ、参加者全員で議論・批評を行う。また「ドイツ語

圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっているドイツ語

圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して提出。テ

ーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」や秋学期の「ドイツ語圏文化概論 2」などで学んだこと，授業で使

用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記

してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

Same as spring semester, all class members will study specific parts of their textbooks before lesson. Each time, selected 

members will lead discussion and critique about that specific parts. Students will create and submit protocols for one lesson of 

Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2. At the same time, students will find themes about German literature, 

culture, and language they are interested in. Students will then gather and organize information about these subjects, before 

submitting their individual reports at the end of semester. To find their themes, students will refer to contents and textbooks 

used in the following lessons : Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1, Introduction to Cultures in German 

Speaking Areas (the spring semester,) or Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2 (the fall semester). In addition, 

students should bear in mind that expressing their opinions during discussion and proactive participation are required for 

attendance records. 

During spring semester Introductory Seminars C1, students will receive a list of reading materials and instructions for their 

summer holiday assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表（１） 

3. 学生発表（２） 

4. 学生発表（３） 

5. 学生発表（４） 

6. 学生発表（５） 

7. 学生発表（６） 

8. 学生発表（７） 

9. 学生発表（８） 

10. 学生発表（９） 

11. 学生発表（１０） 

12. 学生発表（１１） 

13. 学生発表（１２） 

14. 学生発表（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当する文献を読み込み，「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表・プロトコル(40%)/授業への積極的参加(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 
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テキスト（Textbooks） 

詳細は授業内に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

詳細は授業内に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

Following German intensive course in university-wide curriculum, students will practice their German language proactively under 

native German professors. 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

Continuing studio [21] A1.2 (the 9th to 12th chapter) learnt from German intensive course in university-wide curriculum in year 

1, students will further practice their conversational skill. Students will learn grammars and reading skills in detail in Preliminary 

Seminars in German 3 and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. In addition to topics 

learnt in year 1, each class will cover wider range of subjects. Game-review hybrid will be added too. Students will learn about 

various subjects while practicing using their German. Students will rejoice in their progress in adjective declension, present 

perfect tense, subjunctive, preposition, Nebensatz, and many others. Students will capitalize on their curiosity about other 

cultures and learn enthusiastically. Furthermore, the same professor will teach class (a, b, and c) of Preliminary Seminars in 

German 1 and 2. In total there will be 2 classes each week so students cannot take these classes separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席 2 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 
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参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

Capitalizing on German language skill learnt in year 1, students will master basic German grammars and solidify their language 

skill required to read in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

Following beginner grammars learnt in last year Introductory German, students will read various texts silently and aloud. The key 

point is to check for important grammars found in textbooks of Introductory German. 

This class will focus on training and applying German grammar rules and vocabularies learnt so far in reading documents. 

Students will receive German to Japanese translation assignment each time. Students will explain important points in class and 

practice reading aloud. Students will enjoy German language as they are able to apply grammars they learnt in reading 

documents. Students will learn basic vocabulary and memorize grammar rules simultaneously. Memorizing grammar rules and 

basic vocabularies are the secrets to mastering German language. 

Professor Ide from Rikkyo University German Language Literature Program has developed unique set of printed materials, 

focusing on grammars and complete with detailed explanations. Students will surely be able to master the knowledge and rapidly 

improve their skills. Keep it up! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 01 Die anderen habens's besser （和訳したものを自己添削して授業後提出） 

03 Kleine Fabel （和訳したものを提出） 

2. 03 Kleine Fabel テキスト解説・自己添削 

05 Sieben Zwerge gruenden einen Verein 和訳の提出 

3. 05 Sieben Zweige gruenden einen Verein テキスト解説・自己添削 

07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? 和訳の提出 

4. 07 Faulpelz oder Lebenskuenstler? テキスト解説・自己添削 

09 Zaubern will gelernt sein 和訳の提出 

5. 09 Zaubern will gelernt sein テキスト解説・自己添削 

10 Der Rattenfaenger von Hameln 和訳の提出 

6. 10 Der Rattenfaenger von Hameln テキスト解説・自己添削 

12 Wer kennt die Loesung? 和訳の提出 

7. 12 Wer kennt die Loesung テキスト解説・自己添削 

13 Eine Denknuss 和訳の提出 

8. 13 Eine Denknuss テキスト解説・自己添削 

16 Der toerichte Bock 和訳の提出 

9. 16 Der toerichte Bock テキスト解説・自己添削 

20 Das wirksame Mittel 和訳の提出 

10. 20 Das wirksame Mittel テキスト解説・自己添削 

22 Wirbelstuerme 和訳の提出 

11. 22 Wirbelstuerme テキスト解説・自己添削 

25 Das Missverstaendnis 和訳の提出 
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12. 25 Das Missverstaendnis テキスト解説・自己添削 

30 Fremdenverkehr 和訳の提出 

13. 30 Fremdenverkehr テキスト解説・自己添削 

33 Detusch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? 和訳の提出 

14. 33 Deutsch - eine Fremdsprache fuer Deutsche? テキスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

あらかじめ提出されたテキストを授業時間での解説をもとに自己添削する形式ですすめます。 

初回の授業では２本予習したテキストのうち、最初のものは授業内に解説・添削。もうひとつのテキストは次回の授業で解説・自

己添削になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由のない欠席３回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

理解度に応じて進度を調節します。授業のたびに、次回の授業で提出するテキスト和訳がどれになるか確認してください。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1195 - 

■AN061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 

 - 1196 - 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。ドイツ語戯曲をグループでプレイすることでコミュニケーションをしてみよう。 

 

Students will reinforce basic grammars they have learnt in autumn semester of year 1. Students will focus on Nebensatz, ability 

to construct phrases at intermediate level and express themselves. The play of a german drama will simulate the real 

communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

Students will have to correctly understand complex German text and express sophisticated concepts in adult German language 

by themselves. Knowledge and practice of German language structure, particularly Nebensatz led by subordinate conjunction, is 

essential to learn and acquire German language skill. In this class, students will use LL materials in German to learn how to use 

subordinated conjunctions, dass and weil, as well as connection pattern between main clause and Nebensatz. Students will use 

wide variety of examples to learn them systematically and extensively. Through repeated practices at CALL classroom, 

students will use their ears and mouths to memorize these patterns. Through these practices, students will organize and 

understand lengthy texts. As students become able to express these texts, their German comprehension skills will improve 

dramatically. Their speed reading and expression skills are guaranteed to improve drastically too. Professors will explain example 

texts during first half of class and use CD in the second half to repeatedly practice each example. The key to mastering 

Nebensatz is to attend class each time without missing, understand explanations about Nebensatz structure, and actively 

practicing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（1２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 
 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in German 5a) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in German 5b) 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in German 5c) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 裕子(MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

Students will recheck their German knowledge learnt up to spring semester of the second year. Students will supplement 

unlearnt grammars and cultivate their German comprehension skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

Following Preliminary Seminars in German 3 of spring semester, students will read carefully about anthology of short articles of 

various genres. Students will acquire comprehension skills necessary to research literature, language, and culture. 

Students will do preliminary study before each class. Students will receive German to Japanese translation assignment in each 

class. The class will advance by focusing on areas where students found difficult or made mistakes frequently. In this class, 

students will play the main roles. They will not only read and interpret texts, but also refer to transcription and oral recital by 

native speakers. Based on these, they will practice oral recital, word form, and sentence construction. 

Same as spring semester, students must carry Handbuch Der Deutschen Grammatik authored by Yuji Nakajima and others 

(revised edition) (Hakusuisha Publishing 2003 at 1,600 yen + tax), German Japanese dictionary, and Introductory German 

textbook Mit Takao und Jürgen durch Würzburg. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 35 Eine Rede ueber die Rede 和訳を用意し、授業時解説をもとに自己添削して提出 

36 Der Mensch und die Sprache 和訳提出 

2. 36 Der Mensch und die Sprache テキスト解説・自己添削 

37 Menschen und Menschenaffen 和訳提出 

3. 37 Menschen und Menschenaffen テキスト解説・自己添削 

43 Alkohol 和訳提出 

4. 43 Alkohol テキスト解説・自己添削 

44 Das Schwaermen der Bienen 和訳提出 

5. 44 Das Schwaermen der Bienen テキスト解説・自己添削 

45 Lesen und Fernsehen 和訳提出 

6. 45 Lesen und Fernsehen テキスト解説・自己添削 

01 Gaehnen 和訳・設問解答提出 

7. 01 Gaehnen テキスト解説・自己添削 

02 Salat 和訳・設問解答提出 

8. 02 Salat テキスト解説・自己添削 

03 Heimat ist das was gesprochen wird 和訳提出 

9. 03 Heimat ist das was gesprochen wird テキスト解説・自己添削 

04 Brille 和訳・設問解説提出 

10. 05 Brille テキスト解説・自己添削 

05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? 和訳提出 

11. 05 Aber warum werden Hemden andersherum geknoepft als Blusen? テキスト解説・自己添削  06 Das Koennen, nicht 

das Wissen 和訳提出 

12. 06 Das Koennen, nicht das Wissen テキスト解説・自己添削 

07 Die Hoffnung 和訳提出 

13. 07 Die Hoffnung テキスト解説・自己添削 
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08 Der Mensch im Verkehr 和訳提出 

14. 08 Der Mensch im Verkehr テキスト解説・自己添削 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

理解度に応じて進度を調節します。学期最初のふたつのテキストがどれになるか、前の学期末に担当教員に確認し、秋学期最

初の授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行形式は基礎演習３と同じです。どのテキストを読むか、受講者と相談の上、ピックアップすることもあり得ます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ａ 

(Introductory German 1a) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 裕子(MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 

 - 1208 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｂ 

(Introductory German 1b) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 

 - 1210 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｃ 

(Introductory German 1c) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 

 - 1212 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ａ 

(Introductory German 2a) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 裕子(MIYAZAKI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 

 - 1214 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｂ 

(Introductory German 2b) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ



 

 - 1216 - 

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｃ 

(Introductory German 2c) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

Students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Students will not only learn to read 

but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students are encouraged to read out loud in 

German and experience German language with voice to master it. 

It is interesting too to take up roles of characters from textbooks and read their dialogs. Students will improve their foreign 

language skill greatly if they can act in that language. 

In addition, students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. 

Students will enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht Spass! 

The goal of this class in spring semester is to complete the 8th chapter of the textbook. By achieving the goal, students will be 

able to narrate past events. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小テスト(30%)/中間・最終小テスト(30%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ
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イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1219 - 

■AN087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ａ 

(Introductory German 3a) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｂ 

(Introductory German 3b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｃ 

(Introductory German 3c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ａ 

(Introductory German 4a) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 香織(SUGIYAMA KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｂ 

(Introductory German 4b) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｃ 

(Introductory German 4c) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

Following spring semester, students will learn foundational German grammatical and reading skills required to major in German 

language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

Following spring semester, students will follow textbooks and learn foundational grammars required to read in German. Autumn 

semester will focus on the 9th chapter to end of textbook. Students will have mastered most of the important grammars in 

German after autumn semester. 

Students will not only learn to read but also basic important knowledge used in daily conversations. During the class students 

are encouraged to read out loud in German and experience German language with voice to master it. 

Students will use oral grammar practices and additional quizzes to study at home to ensure complete mastery. Students will 

enjoy German language as they become better at it. Deutsch macht noch mehr Spass! 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習（１） 

2. 練習（２） 

3. 練習（３） 

4. 練習（４） 

5. 練習（５） 

6. 練習（６） 

7. 練習（７） 

8. 練習（８） 

9. 練習（９） 

10. 練習（１０） 

11. 練習（１１） 

12. 練習（１２） 

13. 練習（１３） 

14. 練習（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由のない欠席が２回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（第２版；朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガ

イダンス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ３ 

(Seminars C3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「演習Ｃ３（身体文化・表象文化）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 C3（都市文化）・C4（表象文化）ともに、個別発表あるいはグループ発表を行い、参加者全員で討論する。2 年生は共通テーマ

（例として「都市」「カタストロフィ」「群集」「孤独」など）、３・４年生は卒論につながるテーマで発表をしてもらう予定である。いずれ

も、研究テーマの選択や問いの立て方については担当教員が適宜アドバイスをする。学期によっては、共通のテクスト（文学作品

や思想書などの文庫・新書）に基づいて議論をする可能性もある。その場合は、全員が共通テクストを購入するなどして入手する

必要がある。 

 春休み・夏休みに発表原稿を準備することになるので、長期休暇中も課題がある。また普段からドイツ語の学習はもちろんのこ

と、自主的に本を読んだり、美術館・映画館に通ったりすることが望まれる。 

 担当教員の関心領域は、近現代ドイツ語圏の文学と思想・芸術・文化（特に大都市の文学・文化、ドイツ青年運動・ワンダーフォ

ーゲル、青少年文学、ハプスブルク文化、東欧の文学、世紀末ウィーン、ヴァイマル文化、群集論・大衆論の系譜、メディア論、ホ

ロコースト文学・戦争文学、ナチズムと過去の克服、移民文学など）であり、C3・C4（都市文化・表象文化）ともに 19 世紀から 20

世紀にかけての時代に比重を置いているが、ゼミ生の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。 

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 導入講義＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学や担当教員からのメール・お知らせを定期的に確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ４ 

(Seminars C4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「演習Ｃ４（身体文化・表象文化）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Germanistik（広義の「ドイツ研究」）という枠組みの中で、自らの問題意識に基づきながら研究テーマを選択し、問いを立て、最終

的には卒業論文作成に向けて、資料収集と調査方法、資料の批判的読解、論文執筆、口頭発表の仕方などを実践的に学んで

ゆく。 

 

Students will use Germanistik framework (in a broad sense “German studies”) and select research topics based on their 

awareness of issues. Students will clarify their questions and work towards their graduation thesis. To do that, they will learn 

how to collect data, research, read documents critically, author thesis, and present orally, by actually doing these tasks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 C3（都市文化）・C4（表象文化）ともに、個別発表あるいはグループ発表を行い、参加者全員で討論する。2 年生は共通テーマ

（例として「都市」「カタストロフィ」「群集」「孤独」など）、３・４年生は卒論につながるテーマで発表をしてもらう予定である。いずれ

も、研究テーマの選択や問いの立て方については担当教員が適宜アドバイスをする。学期によっては、共通のテクスト（文学作品

や思想書などの文庫・新書）に基づいて議論をする可能性もある。その場合は、全員が共通テクストを購入するなどして入手する

必要がある。 

 春休み・夏休みに発表原稿を準備することになるので、長期休暇中も課題がある。また普段からドイツ語の学習はもちろんのこ

と、自主的に本を読んだり、美術館・映画館に通ったりすることが望まれる。 

 担当教員の関心領域は、近現代ドイツ語圏の文学と思想・芸術・文化（特に大都市の文学・文化、ドイツ青年運動・ワンダーフォ

ーゲル、青少年文学、ハプスブルク文化、東欧の文学、世紀末ウィーン、ヴァイマル文化、群集論・大衆論の系譜、メディア論、ホ

ロコースト文学・戦争文学、ナチズムと過去の克服、移民文学など）であり、C3・C4（都市文化・表象文化）ともに 19 世紀から 20

世紀にかけての時代に比重を置いているが、ゼミ生の研究テーマは必ずしもそれに縛られる必要はない。 

 

Students will present their research topics and all attendees will discuss these topics. Professors in charge will advise students 

on how to select their research topics and clarify their questions. Producing intellectual outputs (write thesis and present 

orally) requires inputs, including reading sample thesis and listening to other good presentations. Students are scheduled to both 

make presentations and read literatures (Japanese and German). Professors in charge specialize in 20th century literatures and 

thoughts in German speaking area (notably public and crowd theory, media theory, Holocaust literature, etc.) However, students 

are not limited to these subjects when choosing their research topics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとゼミ運営について 

2. 発表と議論＋資料読解（1） 

3. 発表と議論＋資料読解（2） 

4. 発表と議論＋資料読解（3） 

5. 発表と議論＋資料読解（4） 

6. 発表と議論＋資料読解（5） 

7. 発表と議論＋資料読解（6） 

8. 発表と議論＋資料読解（7） 

9. 発表と議論＋資料読解（8） 

10. 発表と議論＋資料読解（9） 

11. 発表と議論＋資料読解（10） 

12. 発表と議論＋資料読解（11） 

13. 発表と議論＋資料読解（12） 

14. 発表と議論＋資料読解（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表および論文作成の準備には相応の時間が必要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/口頭発表(30%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

補助プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学や担当教員からのメール・お知らせを定期的に確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ５ 

(Seminars C5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、卒業論文を執筆することを前提とし、自分でテーマを設定、調査・研究し、その成果

を論文としてまとめ上げるための方法を実践的に学ぶ。 

 

In the field of German cultural studies students will select their research topics, they will learn and practice investigating them 

and organizing their results in thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、「ヨーロッパ」を共通のテーマとする。「一つのヨーロッパ」という理念は、歴史の中で繰り返し文人たちによって議論さ

れてきた。欧州連合（EU）のプロジェクトが継続的な危機にさらされる現在、あらためて、ヨーロッパ論の歴史を振り返り、「ヨーロッ

パのなかのドイツ」という広い視座でドイツ文化を考察する。受講者は、各自の研究テーマについて調査・研究して口頭発表し、

全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さらに口頭発表を踏まえ、ゼミ論文を作成する。 

 

The common subject in this semester is the idea of European unity. Throughout history this idea has been discussed by 

German/European writers. Students will research discourses about Europe and consider German culture from a broad 

perspective of "Germany in Europe". Students will investigate their ownl research topic relating this common subject. They will 

present their topics orally and all members will discuss these topics. In addition, a member in charge will be selected to create 

protocols of the discussion details. Students have to also write seminar thesis based on oral presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 学生発表と討議（１） 

4. 学生研究発表と討議（２） 

5. 学生研究発表と討議（３） 

6. 学生研究発表と討議（４） 

7. 学生研究発表と討議（５） 

8. 学生研究発表と討議（６） 

9. 学生研究発表と討議（７） 

10. 学生研究発表と討議（８） 

11. 学生研究発表と討議（９） 

12. 学生研究発表と討議（10） 

13. 学生研究発表と討議（11） 

14. 学生研究発表と討議（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受けたうえで行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(35%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤乾、2014、『ヨーロッパ統合史』、名古屋大学出版会 

2. 中嶋洋平、2015、『ヨーロッパとはどこか 統合思想から読む 2000 年の歴史』、吉田書店 
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3. ジャック・ル・ゴフ、2009、『子どもたちに語るヨーロッパ史』、ちくま学芸文庫 

4. フレデリック・ドリューシュ、1998、『ヨーロッパの歴史 欧州共通教科書』、東京書籍 

春休みの間に、ヨーロッパ史／ヨーロッパ統合に関する入門書的な文献を読んでおくことが望ましい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回はできる限り対面実施とし、以降は履修者との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ６ 

(Seminars C6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、卒業論文を執筆することを前提とし、自分でテーマを設定、調査・研究し、その成果

を論文としてまとめ上げるための方法を実践的に学ぶ。 

 

In the field of German cultural studies students will select their research topics, they will learn and practice investigating them 

and organizing their results in thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、「他者」を共通テーマとする。とりわけ、ドイツ語圏の文化／芸術／メディアにおける異文化の他者の表象について、歴

史的、批判的に検討していく。受講者は、各自の研究テーマについて調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を

決めて討議内容のプロトコルを作成する。さらに口頭発表を踏まえ、ゼミ論文を作成する。 

 

The common subject in this semester is “others”, in particular, we will examine historically and critically  representations of 

“non-European others” in German culture. Students will investigate their own research topic relating this common subject. They 

will present their topics orally and all members will discuss these topics. In addition, a member in charge will be selected to 

create protocols of the discussion details. Students have to also write seminar thesis based on oral presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 学生研究発表（１） 

4. 学生研究発表（2） 

5. 学生研究発表（3） 

6. 学生研究発表（4） 

7. 学生研究発表（5） 

8. 学生研究発表（6） 

9. 学生研究発表（7） 

10. 学生研究発表（8） 

11. 学生研究発表（9） 

12. 学生研究発表（10） 

13. 学生研究発表（11） 

14. 学生研究発表（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受けたうえで行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(30%)/口頭発表(35%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エドワード・W・サイード、1993、『オリエンタリズム』（上・下）、平凡社ライブラリー 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回はできる限り対面実施とし、以降は履修者との相談により決定する。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1239 - 

■AN107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ７ 

(Seminars C7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

秋学期以降の授業および卒業論文執筆で必要になるドイツ語論文読解力を養成する。 

 

Students will cultivate their ability to read thesis in German required for lessons and thesis writing after fall semester begins. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回 1 ないし 2 本，ドイツ語のテキストを和訳・提出し，授業ではその解説を行うと同時に，テキストの音読も訓練する。 

必要に応じて随時追加の課題も課される。また休暇中も課題は継続して行う。 

 

Each time, students will translate one or two text from German into Japanese and submit the translation. During lesson, 

students will receive explanations and practice reading these texts out loud. 

If necessary, additional assignments will be given. Assignments will continue into holiday. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週授業時に課題を提出。返却された課題の復習，テキストの音読練習をして授業に臨む。 

休暇中にも課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題(100%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1 年次ドイツ語入門教科書とドイツ文法総まとめを持参 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ８ 

(Seminars C8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『ドイツ記憶の場』を通して歴史的アイテムの評価が歴史を通じてどのように変化してきたかを探求する。それと並行して、テキス

トの読解課題、口頭練習も毎回行う。 

 

Through "Sites of Memory in Germany", students will look for changes in valuation of historical items with passage of time. Skil 

up of reading ability will be continued like spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式で行う。『ドイツ記憶の場』収録の論文の担当箇所を発表する。また同時に毎週の課題を提出する。 

 

Seminar format will be used. Students will be assigned specific parts of thesis found in "Sites of Memory in Germany". At the 

same time, students will submit their weekly assignments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『ドイツ記憶の場』テーマ１a 

3. 『ドイツ記憶の場』テーマ１b 

4. 『ドイツ記憶の場』テーマ１c 

5. 『ドイツ記憶の場』テーマ１d 

6. 『ドイツ記憶の場』テーマ２a 

7. 『ドイツ記憶の場』テーマ２b 

8. 『ドイツ記憶の場』テーマ２c 

9. 『ドイツ記憶の場』テーマ２d 

10. 『ドイツ記憶の場』テーマ３a 

11. 『ドイツ記憶の場』テーマ３b 

12. 『ドイツ記憶の場』テーマ３c 

13. 『ドイツ記憶の場』テーマ３d 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を毎週提出する。 

休暇中も課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/課題(40%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習 C7 で配布・分担 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ９ 

(Seminars C9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メルヒェン、民間文芸の研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn how to research fairy tales and folk cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリムのメルヒェンを中心に、民間文芸を読み解くさまざまな方法を学ぶ。 

『グリム童話』の原題は『グリム兄弟の収集した子どもと家庭のメルヒェン』という。グリム童話は、グリム兄弟が民間文芸としての

メルヒェンを収集し編纂したものなのだ。民間文芸としてのメルヒェンは、特定の作者の作品ではなく、語り継がれ、伝承されてき

た物語である。元来は「語り」という形で存在し、語り継がれる過程で変容する「可変性」をその本質としている。 

しかしながら、今日「語り」が生き続けているのは限られた地域、文化においてのみであり、私たちが対象とするメルヒェンは、伝

承文学は文字に固定されたテキストとなる。 

担当教員の導入授業ののち、教員の指示するテーマに沿ってグループ発表をしていく形で、メルヒェンの研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn various methods to read and understand folk cultures, particularly Grimms’ Fairy Tales. 

The original title of "Grimms’ Fairy Tales" is "Children’s and household tales collected by Grimm brothers." Grimms' Fairy Tales 

are fairy tales collected and edited by Grimm brothers as folk cultures. Fairy tales found in folk cultures were not written by 

specific authors but were passed on from people to people. These tales existed as “narrative” but as they were passed on from 

people to people, these tales changed. “Malleability” has become their nature. 

However, only certain regions and cultures preserve these “narrative” today. Fairy tales for us are traditional literatures 

crystallized in written texts. 

During introduction by professors in charge, students will follow their instructions and make group presentations to learn fairy 

tales research methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方、グループ決め、分担決め 

2. 導入授業（１） 

3. 導入授業（２） 

4. 導入授業（３） 

5. グループ発表（１） 

6. グループ発表（２） 

7. グループ発表（３） 

8. グループ発表（４） 

9. グループ発表（５） 

10. グループ発表（６） 

11. 個人発表（１） 

12. 個人発表（２） 

13. 個人発表（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グリム童話 200 話、子どもの聖者伝 10 話、すべて読んでおくこと（日本語訳） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

初回提出レポート(10%)/授業への参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 吉原高志・吉原素子、2010、『聞いて読む初版グリム童話』、白水社 (ISBN:978-4-560-08535-6) 

2. 野村泫、2010、『グリム童話－子どもに聞かせてよいか？』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-08108-7) 

3. 野村泫、1988、『昔話と文学』、白水社 (ISBN:4-560-04187-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. Brüder Grimm. 2010. Kinder- und Hausmärchen. 3Bde.. Reclam (ISBN:978-3-15-030042-8) 

2. 野村泫 訳、2005、『完訳グリム童話集 全７巻』、筑摩書房 (ISBN:4-480-42142-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１０ 

(Seminars C10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メルヒェン、民間文芸の研究方法を学ぶ。 

 

Students will learn how to research fairy tales and folk cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

C9 で学んだ方法を用い、各自が自分のテーマを見つけ、研究、発表する。司会、プロトコルも全員が担当する。活発な質疑応答

を求める。発表後も研究を継続し、最終レポートにまとめる。 

原文を精読することが前提である。 

 

Students will use methods learnt in Seminars C9 to find, research, and present their subjects. All members will function as 

moderators and protocols. Proactive Q&A is required. Students will continue their researches even after presentations. They 

will organize their researches in their final reports. 

Students will have to be able to read the original texts carefully. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表：1～3 

3. 個人発表：4～6 

4. 個人発表：7～9 

5. 個人発表：10～12 

6. 個人発表：13～15 

7. 個人発表：16～18 

8. 個人発表：19～21 

9. 個人発表：22～24 

10. 個人発表：25～27 

11. 個人発表：28～30 

12. 個人発表：31～33 

13. 個人発表：34～36 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏季休業中に、自分のテーマを考え準備を進めておくこと。必要な本や文献を探したり、入手しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１１ 

(Seminars C11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

Students will reflect upon the substance of cultures, experience them, and bring to their awareness the formation of 

themselves. Students will determine position of European German cultures in historical context or compare them to Japanese 

cultures in Asia. To do that, students will learn how to research literature documents, conduct field works, and construct 

theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期は自分の関心に基づき自由にテーマを選び、主に

日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳しながら考

察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思想研究とは、テク

ストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしていくこと、つまり旅

にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なりまた神社仏閣へと足を運んでもらうことになるだろう。 

 

Even though students are free to choose their research and presentation subjects, eventually they will have to write their 

graduation thesis. Students will advance their studies while bearing in mind of their thesis. Because of that, the seminar will be 

organized in the following processes. Year 2: In spring semester, students will choose subjects they are interested in. They will 

present their observations and findings based on literatures written in Japanese language. Year 3: Students will select 

literatures in German language suitable for their chosen subjects. Students will quote and translate these literatures into 

Japanese before presenting their observations and findings. Year 4: Whenever necessary, students will continue translating 

literatures from German to Japanese. They will present parts of the chapters and paragraphs from their graduation thesis. 

Researching literatures, cultures, and thoughts requires students to cultivate their mentalities to verify and provide evidences 

based on texts and items. Searching for evidences requires movements, mentally and physically, thus making it similar to 

travelling. Occasionally students may travel to museums, operas, shrines, or temples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋学生発表 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を読み、またフィールドワークを行う。 

 

1．発表者は、発表の前週の金曜 12 時までにメーリングリストにて発表題目を知らせる。 
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2．発表者は、発表の週の水曜 17 時までに草稿をメーリングリストにアップロードする。2.の締切を過ぎた場合、また発表当日の

遅刻は、発表を認めない場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

３回の無断欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１２ 

(Seminars C12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然史・博物学 Naturgeschichte」の東西 

 

The seminar focuses on the Natural History in comparative  methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「自然史・博物学」とは、ヨーロッパでも日本でも、とりわけ 17 世紀から 18 世紀にかけて流行した、一種の百科全書的な知であ

る。範囲は、宇宙の創造にはじまり、地球の歴史（地質学）、宗教とその歴史、地理学、植物・園芸（本草学）、動物・昆虫、これら

を描写する絵画、詩・文学、音楽、医学、物理学、気象学と、結局は人間の関心の赴く対象全てである。なぜそれを「自然史・博物

学」と呼ぶのかと問えば、そこには全体を見渡そうとする眼差しがあるためであり、これは、今日のネットワーク的な知と似た部分

がある（、さらにまた、違う点は何かを発見するのがもうひとつのテーマとなる）。知の全域を対象とするので、参加者は自分なり

の関心にもとづいて、かならず接点を見出すことができる。 

 

To restructure the Natural  History in Japan and Europe in 18th century and to compare thoughts and methods between both 

cultures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：趣旨説明 

2. 学生による発表 

3. 学生による発表 

4. 学生による発表 

5. 学生による発表 

6. 学生による発表 

7. 中間検討会 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 

12. 学生による発表 

13. 総合検討会 

14. フィールドワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ヨーロッパ、あるいは日本の博物学（誌）に関して、個別のテーマ・項目に着目し、各人がレポートを作成し発表する。文献の利用

方法は、Ｃ11 と同じで、2 年生は日本語文献のみで良く、3 年生以上はドイツ語など外国語文献からの引用による考察を含めた

発表を行う。発表者の間でテーマは重なっても良いが、先行発表者の内容を必ず踏まえた、一種のリレー方式をとる。 

 

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%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村三郎、1999、『文明のなかの博物学』、紀伊國屋書店 

2. ジョスリン・ゴドウィン、1986、『キルヒャーの世界図鑑』、工作舎 

3. ビュフォン、1991、『ビュフォンの博物誌』、工作舎 

 



 

 - 1247 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ａ 

(Seminars in German  1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 

ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID)(2021.5.17 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1249 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ｂ 

(Seminars in German  1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 

ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID)(2021.5.17 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1251 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ａ 

(Seminars in German  2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 

ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID)(2021.5.17 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1253 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ｂ 

(Seminars in German  2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 

ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID)(2021.5.17 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “memories”, “travels”, and “human relationships”, while practicing 

their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, subjunctive, and reflexive verb. 

Although this subject is not compulsory, the same professor will teach A and B when students enroll in the seminars. In total 

there will be 2 classes each week and students will enroll in either 1A-1B or 2A-2B. Class placement will be determined based 

on enrollment sheet submitted in June spring semester. Students should follow instruction on the notice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1255 - 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ａ 

(Seminars in German  3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 
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井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ｂ 

(Seminars in German  3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “going out and meeting people”, “villages and cities”, and “cultures 

and experiences”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past 

tense, subjunctive, and reflexive verb. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 
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井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ａ 

(Seminars in German  4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ｂ 

(Seminars in German  4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 

オストヴァルト (OSTWALD JENS) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID)(2021.5.17 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す
る。 

 

Following studio [21] Preliminary Seminars in German 1 and 2, students will work under a native German professors to practice 

their ability to use German language actively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ
て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

 

Students will practice advanced conversational skills in studio [21]. Students will learn grammars and reading skills in detail in 

Seminars in German Literature and Culture and in other subjects. Students will practice and enjoy what they have learnt here. 

Students will learn and think about various subjects such as “occupational world”, “celebration”, “feeling”, and “thought and 

invention”, while practicing their German skills. At the same time, students will enjoy and master future tense, past tense, 

subjunctive, and reflexive verb. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(50%)/複数回の授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1264 - 

■AN209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習５ 

(Seminars in German 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学術的なドイツ語作文のための基礎的な訓練を行い、レポートや卒業論文の要旨をドイツ語で書けるようになることが目標であ

る。 

 

Students will receive basic training in creating German academic essays. Students will be able to write abstract of graduation 

thesis and report in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初は 2、3 行程度の短めの文章を書き、文法の復習と確認を行う。慣れてきたら 10～15 行程度の論説文を作成し、学術的なド

イツ語の言い回しや文章スタイルについて学ぶ。 

1． 毎回特定のテーマについてドイツ語の作文や独訳を発表し、それについて全員で検討する。 

2． 作文は添削する。 

3．詳細計画は初回のガイダンスで説明する。 

 

In the beginning, students will write short paragraphs in 2 to 3 lines, while reviewing grammars. As students become used to the 

exercise, they will compose articles in 10 to 15 lines, while learning German academic expressions and essay styles. 

1. Each time students will be selected to present their translation and German essays on specific subjects. All students will 

participate in the discussion. 

2. All students will submit their German essays on the same subject presented by the presenter by a certain date each week. 

These essays will be edited and returned. 

3. Detailed plans will be explained during initial guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表と作文の検討（1） 

3. 発表と作文の検討（2） 

4. 発表と作文の検討（3） 

5. 発表と作文の検討（4） 

6. 発表と作文の検討（5） 

7. 発表と作文の検討（6） 

8. 発表と作文の検討（7） 

9. 発表と作文の検討（8） 

10. 発表と作文の検討（9） 

11. 発表と作文の検討（10） 

12. 発表と作文の検討（11） 

13. 発表と作文の検討（12） 

14. 発表と作文の検討（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回新しい課題作文を作成し、添削された作文を再度検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題作成と提出(100%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 中島・平尾・朝倉、『改訂版 必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習６ 

(Seminars in German 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2 年次生はプレイスメントテストの受験が必要 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の知識に基づき、卒業論文のドイツ語要約（Resümee）を独力で作成できる論述文（diskursiver Text）

作成の高度な知識とスキルの獲得をめざす。 

 

In this class, based on German language skills students have learnt, students will learn and acquire advanced skills to write 

discursive texts (i.e. diskursiver Text), essential when writing graduation thesis summary (i.e. Resümee) in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、「文段（パラグラフ）＝論述文の基本単位」という発想をもとに、2 週間単位で課題を設定し、その課題について受講者

全員に作例を作成・提出してもらう。その上で提出された作例を具体的に検討してゆく。毎週の作例提出（授業前日までに提出）

が履修の前提となる。 

 

The class assumes each paragraph as a basic unit of diskursiver Text. Subject will be determined every 2 weeks. Everyone will 

create and submit their works on the topic. In addition, submitted works will be discussed in detail. Each week students must 

submit their works (at least one day before the class). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：論述文とは何か・文段（パラグラフ）とは何か 

2. 論述文の発想：作例検討（1） 

3. 論述文の発想：作例検討（2） 

4. 論述文の構造：作例検討（3） 

5. 論述文の構造：作例検討（4） 

6. 論述文の語彙：作例検討（5） 

7. 論述文の語彙：作例検討（6） 

8. 論述文の論理：作例検討（7） 

9. 論述文の論理：作例検討（8） 

10. 論述文の修辞：作例検討（9） 

11. 論述文の修辞：作例検討（10） 

12. 総合：作例検討（11） 

13. 総合：作例検討（12） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講前に「ドイツ語入門」と「ドイツ語基礎演習」の教材を復習し、特に文法知識を確実なものとしておくこと。また、毎回全員が作

例の作成と事前提出を義務づけられているので、これが予習となる。第 1 回の授業の前に、Blackboard で指示される注意事項

等を必ず読み、指示に従って事前の作業をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(25%)/作例(45%) 

正当な理由なく 3 回を超えて欠席した場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の作例課題は事前に Blackboard にアップする。また必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に指示する。各自独和辞典（紙媒体）を購入して使用することを強く勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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作例提出や授業に関する連絡は原則として Blackboardを通して行うので、毎週最低１回は必ず該当のサイトを確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１ 

(Seminars in German Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韻文 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 寛(HATAKEYAMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で書かれた詩を読むことを通じて、詩とはいかなるものかを理解することが目標となる。 

 

The goal is to understand what poetry is through reading poems written in German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツで書かれた詩作品を演習形式で読み進める。担当学生にはハンドアウトを作成のうえ、発表をしてもらう。ただし、どの学生

にも、自分の解釈などについて発言を求めるので、積極的に授業に参加することが重要である。 

 

Students will read poetry written in Germany and will be asked to prepare a handout and give a presentation. It is important that 

all students actively participate in the class, as they will be asked to give their own interpretations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方について。テキストについて。 

2. ドイツ語の詩を読む（１） 

3. ドイツ語の詩を読む（２） 

4. ドイツ語の詩を読む（３） 

5. ドイツ語の詩を読む（４） 

6. ドイツ語の詩を読む（５） 

7. ドイツ語の詩を読む（６） 

8. ドイツ語の詩を読む（７） 

9. ドイツ語の詩を読む（８） 

10. ドイツ語の詩を読む（９） 

11. ドイツ語の詩を読む（１０） 

12. ドイツ語の詩を読む（１１） 

13. ドイツ語の詩を読む（１２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業は演習形式で進めるので、毎回、予習をしてくることが必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表（複数回）(60%) 

基本的に３回の欠席でもって D評価とする。なお、予習をしてきていない場合、出席とは認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 生野幸吉、桧山哲彦、1993、『ドイツ名詩選』、岩波書店 (ISBN:4003246012) 

 

参考文献（Readings） 

1. 畠山寛、吉中俊貴、岡本和子、2021、『ドイツ文学の道しるべ―ニーベルンゲンから多和田葉子まで』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623090785) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業で授業の進め方を説明し、分担を決めるので、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０１ 

(Seminars in German Literature and Culture 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒論執筆に向けて必要なドイツ語力のブラッシュアップととともに、人間の歴史や文化現象が私たち現代人の生活様式や思考、

社会に与える影響を、反省的に思考できる力の獲得を目指します。 

 

Students will read and comprehend German texts. Students will improve their German language skill to prepare for their 

graduation thesis. At the same time, they will acquire ability to reflect upon impacts of history and cultural phenomena modern 

population’s lifestyles, thoughts, and societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの東西が再統一して以来、昨年で 30 年の月日が経ちました。コロナ禍と新自由主義による新たな分断に直面している今、

かつての戦後ドイツが「冷戦」という分断の最前線に立っていた歴史は、現代日本で暮らす私たちにとってどのような意味を持ちう

るのでしょうか。「ベルリンの壁」の建立と崩壊に至るまでのドラマを、平易なドイツ語で振り返りながら、東西ドイツの戦後史の一

端を学びます。 

各回の授業は、担当者（複数名）の発表で進行します。各回の担当者は、担当箇所の訳文とその箇所の文法事項と注釈からなる

ハンドアウトを作成し、それを元に発表します。担当者の発表後は、テクストの内容を参加者全員で検討します。 

 

After the Fall of the the Berlin Wall and the reunion of East and West Germany, thirty years later, many of their stories have 

faded. But we are now faced with an another conflict and division - in the age of pandemic and economic disparity nowadays - 

how could we now reflect "the history of the Berlin Wall" from the view of the contemporary Japanese Society?   

Each lesson will advance based on presentations of selected students. Each time, selected students will create materials to be 

distributed, complete with translation, grammars, and notes of specified parts. They will make presentation based on these 

materials. After the presentations by these students, all students will discuss the text contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方についての説明、分担の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

音読練習も取り入れると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）および授業への積極的な参加と貢献(30%)/予習および授業後の振り返り（課題提出）(30%)/最終テスト

(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 平井正・Wolfgang Brenn. 1991. Die Geschichte der Berliner Mauer.. 白水社 

・初回授業開始までにテクストのデータを配布（アップロード）します。 

・著者はどちらも、かつて立教大学文学部ドイツ文学科（現在の文学部文学科ドイツ文学専修）で教鞭をとっておられた先生（名

誉教授および元教授）です。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河合信晴、2020、『物語 東ドイツの歴史』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102615-6) 

2. 石田勇治、2007、『図説 ドイツの歴史』、河出書房新社 (ISBN:978-4309761053) 

3. 森井裕一、2016、『ドイツの歴史を知るための 50 章』、明石書店 (ISBN:978-4750344133) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業には Google Classroomを利用します。 

・当たり前のことですが、担当回の授業の欠席は原則として認めません。特に無断欠席については、即時、評価の対象外となりま

す。正当な理由なく３回欠席した場合も成績評価の対象外となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０３ 

(Seminars in German Literature and Culture 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
林 志津江(HAYASHI SHIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「ドイツ文学・文化演習 103（身体文化・表象文化）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テクストの読解を通じ、芸術表象の作られ方・その受容のあり方（表象文化論）について考えます。卒論執筆に向けて必

要なドイツ語力のブラッシュアップととともに、芸術が私たち現代人の生活様式や思考、社会に与える影響を、反省的に思考でき

る力の獲得を目指します。 

 

Students will read and comprehend German texts. They will reflect upon how art representations are made and how they are 

received (theory of representation and culture). Students will improve their German language skill to prepare for their graduation 

thesis. At the same time, they will acquire ability to reflect upon impacts of arts on modern population’s lifestyles, thoughts, and 

societies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一昨年に 100 周年を迎えた「バウハウス」を取り上げます。1919年にドイツ・ヴァイマールにて開校した学校の名称"Bauhaus"

は、今日では機能主義的・合理主義的な建築・デザインの傾向を指す概念として用いられ、最もインターナショナルなドイツ語の

一つにもなっています。この授業では、バウハウスの思想のアクチュアリティーを、芸術と社会の関わり、芸術と生活の融合、ひい

ては現代社会の諸問題と関連させて考えます。 

各回の授業は、担当者の発表で進行します。各回の担当者（複数名）は、担当箇所の訳文とその箇所の文法事項と注釈からなる

ハンドアウトを作成し、それを元に発表します。担当者の発表後は、テクストの内容を参加者全員で検討します。 

 

Concept of Bauhaus, which has been welcomed its 100th anniversary, will be used. "Bauhaus" is the name of an art school 

founded at Weimar in 1919, whose concept is broadly used to support trends of functionalism and rationalism, and it is also 

known as one of the most international German word. In this class, students will connect current Bauhaus thoughts with 

relationship of arts and society, fusion of arts and lives, and eventually various issues in modern society. 

Each lesson will advance based on presentations of selected students. Each time, selected students will create materials to be 

distributed, complete with translation, grammars, and notes of specified parts. They will make presentation based on these 

materials. After the presentations by these students, all students will discuss the text contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業の進め方についての説明、分担の決定、「バウハウス」について概説） 

2. テクスト講読と内容の検討（1） 

3. テクスト講読と内容の検討（2） 

4. テクスト講読と内容の検討（3） 

5. テクスト講読と内容の検討（4） 

6. テクスト講読と内容の検討（5） 

7. テクスト講読と内容の検討（6） 

8. テクスト講読と内容の検討（7） 

9. テクスト講読と内容の検討（8） 

10. テクスト講読と内容の検討（9） 

11. テクスト講読と内容の検討（10） 

12. テクスト講読と内容の検討（11） 

13. テクスト講読と内容の検討（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の授業で扱った日本語訳と文法についてしっかり見直しを行うとともに、次回部分を読んでくること。見直しや予習の際には

音読練習も取り入れると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表（担当箇所の分担）および授業への積極的な参加と貢献(30%)/予習と振り返り（課題提出）(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Magdalena Droste. 2012. Bauhaus - Reform und Avantgarde. Taschen 

・初回授業時にテクストのコピーを配布（アップロード）します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Boris Friedewald. 2016. Bauhaus. Prestel (ISBN:978-3791382098) 

2. 三井秀樹、1996、『美の構成学 ー バウハウスからフラクタルまで』、中央公論社 (ISBN:978-4121012968) 

3. 高階秀爾、1993、『20 世紀美術』、筑摩書房 (ISBN:978-4480080554) 

・「バウハウス」についてあまりよく（ほとんど）知らないという人は、上記のものでなくても良いので、関連書を読んで知識を得てお

くこと（この作業でドイツ語の読解もだいぶスムーズになります）。 

・上の参考文献以外に、宮崎駿（監督）の映画『風立ちぬ』（2013年、日本）はデッサウ時代の「バウハウス」を理解する上で参考

になります。 

・日本では、100 周年関連の展覧会が、2019 年夏〜2020 年夏に実施されています。 

https://www.bauhaus100.de/de/ 

https://www.bauhaus-dessau.de/de/index.html 

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/11868 

http://www.bauhaus.ac/bauhaus100/ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業には Google Classroomを利用します。 

・当たり前のことですが、担当回の授業の欠席は原則として認めません。特に無断欠席については、即時、評価の対象外となりま

す。正当な理由なく３回欠席した場合も成績評価の対象外となります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０５ 

(Seminars in German Literature and Culture 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化・ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ナチズムの時代にドイツを追われたユダヤ人亡命者の視点から、20 世紀のドイツ文化について理解を深める。 

 

Students will deepen understanding about jewish exiles and their relationship with german culture in 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

カール・レーヴィットの『ナチズムと私の生活』（1940 年）を読む。ナチスによってドイツを追われたユダヤ系の哲学者が日本亡命

中に執筆した自伝であるが、第一次世界大戦に出征し、その後の市民的文化の崩壊を体験した一世代のクロニクルでもある。戦

争とナショナリズム、ドイツ人とユダヤ人、亡命による移動と異文化との出会いなど、本書のテーマについて議論する。 

 

Students will read "Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933", an authobiography written by Karl Löwith during his exile in 

Japan. The following topics will be discussed: World War and german nationalism, Germans und Jews, exile and transculture 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（作品の解説、授業の進め方についての説明、担当者の決定） 

2. テクスト講読と内容の検討（１） 

3. テクスト講読と内容の検討（２） 

4. テクスト講読と内容の検討（３） 

5. テクスト講読と内容の検討（４） 

6. テクスト講読と内容の検討（５） 

7. テクスト講読と内容の検討（６） 

8. テクスト講読と内容の検討（７） 

9. テクスト講読と内容の検討（８） 

10. テクスト講読と内容の検討（９） 

11. テクスト講読と内容の検討（１０） 

12. テクスト講読と内容の検討（１１） 

13. テクスト講読と内容の検討（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員が毎回必ず予習をすること、担当者は日本語訳と文法解説、さらに内容的な補足説明を準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

無断欠席が 3 回を超えた場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回目の授業時に使用テクストのコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. カール・レーヴィット、1990、『ナチズムと私の生活：仙台からの告発』、法政大学出版局 (ISBN:4588003259) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

できるだけ初回は対面実施とし、以降は履修者との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１０９ 

(Seminars in German Literature and Culture 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリム童話の原文を詳細に読み、Märchen の特質を学ぶ。 

 

Students will read carefully Grimms’ Fairy Tales in original language to learn about Märchen characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリム童話より数編を詳細に読む。版ごとの違いを読み取る。ペローや日本の昔話、他の国の昔話との比較をする。研究文献を

読み、理解を深める。毎回、訳文を提出してもらう。 

 

Students will read carefully several stories of Grimms’ Fairy Tales. Students will look for differences among different versions. 

Students will compare Perrault and Japan folklores with those from other countries. Students will read research literatures to 

deepen their understanding. Each time students will submit their translations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方の説明 

2. KHM50 いばら姫⑴ 

3. KHM50 いばら姫⑵  

4. KHM50 いばら姫⑶ 

5. KHM55 ルンペルシュティルツヒェン⑴ 

6. KHM55 ルンペルシュティルツヒェン⑵ 

7. KHM55 ルンペルシュティルツヒェン⑶ 

8. KHM101 熊の皮を着た男⑴ 

9. KHM101  熊の皮を着た男⑵ 

10. KHM101 熊の皮を着た男⑶ 

11. Lüthi の文体論⑴ 

12. Lüthi の文体論⑵ 

13. Lüthi の文体論⑶ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グリム童話 200 話を読んでおくこと（日本語訳） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の訳文提出(30%)/発表(20%)/授業への出席・参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brüder Grimm. 2010. Kinder- und Hausmärchen. 3Bde.. Reclam (ISBN:978-3-15-030042-8) 

2. 野村泫 訳、2005、『完訳グリム童話集 全 7 巻』、筑摩書房 (ISBN:4-480-42142-4) 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マックス・リューティ、1966、『昔話の本質と解釈』、福音館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習１１１ 

(Seminars in German Literature and Culture 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 英樹(ASAI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語で書かれたインターネットの記事や、文学作品、論文などを丁寧に読んでいきます。さまざまなドイツ語のテクストにふれ

ることで、文法知識の定着と、読解力の強化を目指します。 

 

We will read attentively various German texts such as internet articles, literary works, essays etc. and aim for improvement of 

grammar knowledge and reading comprehension.  

 

授業の内容（Course Contents） 

比較的平易なものからはじめ、徐々にレベルを上げていきます。授業への積極的な参加が求められます。 

 

We will begin with relatively plain texts and raise the level gradually. All students are expected to participate actively in the 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Deutsche Welle の記事を読む（１） 

2. Deutsche Welle の記事を読む（２） 

3. カフカ『変身』冒頭部を読む 

4. カフカ『掟の門前』を読む 

5. フランクル『夜と霧』を読む（１） 

6. フランクル『夜と霧』を読む（２） 

7. ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』を読む（１） 

8. ゲーテ『若きヴェルテルの悩み』を読む（２） 

9. カネッティ『群衆と権力』を読む（１） 

10. カネッティ『群衆と権力』を読む（２） 

11. クライスト『チリの地震』を読む（１） 

12. クライスト『チリの地震』を読む（２） 

13. ジンメル『ヴェネツィア』を読む（１） 

14. ジンメル『ヴェネツィア』を読む（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

訳読が中心となるので、授業の前にしっかりと準備をするようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業への参加度(40%)/予習(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習８ 

(Seminars in German Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
検定ドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 麻美(SAKURAI MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2 年次生はプレイスメントテストの受験が必要 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CEFR B1 以上、ドイツ語技能検定試験（独検）2 級以上で必要とされる高度な文章読解力とリスニング力の養成、並びに語彙の

増加を目指します。 

 

Students will work towards advanced comprehension, listening skills and increasing vocabulary, equivalent to CEFR B1 and 

Diplom Deutsch in Japan grade 2 or higher. 

 

授業の内容（Course Contents） 

公開されている Zertifikat Deutsch（B1）や独検 2 級（あるいは準 1 級）の問題を使い、文構造をしっかり把握しながら読み解き、

これを日本語で正確に再現する表現力を養います。受講者は、毎週、指定されたテキストの和訳を提出します。提出した和訳は、

添削後、次の週に返却し、授業内でポイントの解説を行います。和訳に間違いが多い場合は、再提出を求めることがあります。テ

キストの和訳と並行して、聞き取り問題、文法・語彙問題にも取り組みます。毎週、単語テストを行います。 

 

Students will use actual texts found in Zertifikat Deutsch (B1), Diplom Deutsch in Japan grade 2 and grade pre-1. Students will 

read these texts carefully, understand their text structures, and practice rephrasing them in Japanese accurately. Students 

must submit specified German to Japanese translation assignment every week. Japanese translation submitted by students will 

be edited and returned the next week. Explanations about key points will be given. If there are too many errors in Japanese 

translation, students will be asked to redo their assignments. In addition to text translation, students will also work on listening 

exercise, grammar and vocabulary quizzes. Each week there will be vocabulary test. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業概要の説明、課題テキストの配布 

文法・語彙問題(0)〔初見〕、聞き取り練習(1) 

次週までの課題：和訳(1)、文法・語彙問題(1) 

2. 和訳(0)〔初見〕、文法・語彙問題(1)、聞き取り練習(2) 

提出：和訳(1) 

次週までの課題：和訳(2)、文法・語彙問題(2) 

3. 返却・解説：和訳(1) 

文法・語彙問題(2)、聞き取り練習(3) 

提出：和訳(2) 

次週までの課題：和訳(3)、文法・語彙問題(3) 

4. 返却・解説：和訳(2) 

文法・語彙問題(3)、聞き取り練習(4) 

提出：和訳(3) 

次週までの課題：和訳(4)、文法・語彙問題(4) 

5. 返却・解説：和訳(3) 

文法・語彙問題(4)、聞き取り練習(5) 

提出：和訳(4) 

次週までの課題：和訳(5)、文法・語彙問題(5) 

6. 返却・解説：和訳(4) 

文法・語彙問題(5)、聞き取り練習(6) 

提出：和訳(5) 

次週までの課題：和訳(6)、文法・語彙問題(6) 

7. 返却・解説：和訳(5) 

文法・語彙(6)、聞き取り練習(7) 

提出：和訳(6) 

次週までの課題：和訳(7)、文法・語彙問題(7) 

8. 返却・解説：和訳(6) 

文法・語彙問題(7)、聞き取り練習(8) 
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提出：和訳(7) 

次週までの課題：和訳(8)、文法・語彙問題(8) 

9. 返却・解説：和訳(7) 

文法・語彙問題(8)、聞き取り練習(9) 

提出：和訳(8) 

次週までの課題：和訳(9)、文法・語彙問題(9) 

10. 返却・解説：和訳(8) 

文法・語彙問題(9)、聞き取り練習(10) 

提出：和訳(9) 

次週までの課題：和訳(10)、文法・語彙問題(10) 

11. 返却・解説：和訳(9) 

文法・語彙問題(10)、聞き取り練習(11) 

提出：和訳(10) 

次週までの課題：和訳(11)、文法・語彙問題(11) 

12. 返却・解説：和訳(10) 

文法・語彙問題(11)、聞き取り練習(12) 

提出：和訳(11) 

次週までの課題：和訳(12)、文法・語彙問題(12) 

13. 返却・解説：和訳(11) 

文法・語彙問題(12)、聞き取り練習(13) 

提出：和訳(12) 

次週までの課題：文法・語彙問題(13) 

14. 返却・解説：和訳(12) 

文法・語彙問題(13)、聞き取り練習(14) 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

語彙、イディオム等は、各自で積極的に増やしていくこと。 

和訳テキストや文法・語彙問題に出てきた重要語句については、次の週に小テストを行い、習熟度を確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

和訳の内容(50%)/授業参加態度(30%)/小テスト(20%) 

３回以上無断欠席をした場合は履修を放棄したとみなします。やむを得ない事情で欠席する場合は、事前に担当教員に連絡する

こと。また、欠席する場合でも課題は必ず提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島悠爾、平尾浩三、朝倉巧、2003、『必携ドイツ文法総まとめ〔改訂版〕』、白水社 (ISBN:9784560004920) 

それ以外の参考書についても、受講生のリクエストに応じて随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

やむを得ず欠席をする場合等の連絡用のメールアドレスは、初回の授業の際に指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習２ 

(Seminars in German Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想・評論 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 重美(WATANABE SHIGEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

下記テキストの講読を通じて、ドイツ語力の定着をはかりつつ、ヨーロッパ文化の基盤となっているギリシア神話の概要を理解す

ることを目標とする。 

 

By reading the following texts carefully, students will further master their German language skills. Students will work to 

understand summary of Greek mythology, which is the foundation of European culture in this course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記テキストを輪読しながら、そこに出てくる重要なキーワード（出来事、人名等）について、担当者による発表を随時行う。 

 

Students will read the following texts in turn. Selected students will present important keywords found in these texts (events, 

people, etc.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の目標と進め方の説明／担当者の決定／「神話と後世の文化」に関する講義 (1) 

2. Die Entstehung der griechischen Götterweltの章の講読 

3. Die Entstehung der griechischen Götterweltの章の残りと、Der Rat der Götterの章の講読  

4. 引き続き、Der Rat der Götterの章の講読 

5. Hades, der Gott der toten Seelen の章の講読 

6. Hades, der Gott der toten Seelen の章の残りと、Hades und Persephone の章の講読 

7. 「神話と後世の文化」に関する講義 (2) 

8. Demeter und Persephone の章の講読 

9. Zeus und die Bestrafung der Urmenschen の章の講読 

10. 引き続き、Zeus und die Bestrafung der Urmenschen の章の講読 

11. 「神話と後世の文化」に関する講義 (3) 

12. Poseidon の章の講読 

13. Poseidon の章の残りと、Nyx, die Göttin der Nachtの章の講読／最終レポートに関する告知 

14. 引き続き、Nyx, die Göttin der Nachtの章の講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回ドイツ語のテキストを事前にしっかり読んで授業に臨むこと。また、特に文献は指定しないが、ギリシア神話についての入門

書などを読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（割り振られた課題をきちんとこなしているか、授業中の議論に積極的に参加し

ているか）(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

Die spannendsten griechischen Sagen. Neu erzählt von Dimiter Inkiow. Bilder von Wilfried Gebhard. Hamburg (ellermann in 

Dressler Verlag GmbH), 2013. コピーでお渡しする。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業は対面で行う。2 回目以降どの程度の割合で対面授業を行うかについては、初回の授業で履修者と相談の上決定す

る。 



 

 - 1279 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AN255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習５ 

(Seminars in German Literature and Culture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ文化論 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトラーの４人の側近たちについて書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上と、ナチス・ドイツの基本知識の習得を目指しま

す。 

 

Students will read texts about 4 close associates of Hitler. In addition to improving their German skill, students will also acquire 

basic knowledge about Nazi Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

２）担当者が、テクストのキーワードを調べてハンドアウトを作成して発表する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

Each lesson is made up of the following 3 parts. 

1) All students will read and translate specific parts of the text. 

2) Selected student will research keywords found in these texts, create materials to be distributed, and present them. 

3) Students will check contents they have read in written words by using audio-visual media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラーの時代（１）講義＋ヘルマン・ゲーリング（１） 講読＋映像鑑賞 

3. ヒトラーの時代（２）講義＋ヘルマン・ゲーリング（２） 講読＋映像鑑賞 

4. ヘルマン・ゲーリング（３）  講読＋映像鑑賞 

5. ハインリヒ・ヒムラ―（１） 講読＋映像鑑賞 

6. ハインリヒ・ヒムラ―（２） 講読＋映像鑑賞 

7. ハインリヒ・ヒムラ―（３） 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. ヨーゼフ・ゲッべルス（１） 講読＋映像鑑賞 

10. ヨーゼフ・ゲッべルス（２） 講読＋映像鑑賞 

11. ヨーゼフ・ゲッべルス（３） 講読＋映像鑑賞 

12. ルドルフ・ヘス（１） 講読＋映像鑑賞 

13. ルドルフ・ヘス（２） 講読＋映像鑑賞 

14. ルドルフ・ヘス（３） 講読＋映像鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストのキーワードを調べて発表する（１人１回） 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

新型コロナウィルス感染拡大状況により、授業運営が対面かオンラインかは異ってきます。Blackboard の「お知らせ」で毎回の授

業形態を定期的に確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習６ 

(Seminars in German Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ドイツ語研究 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・現代ドイツ語の祖先にあたる中高ドイツ語（中期高地ドイツ語）の文法を学習し、参考書・辞書などを使ってオリジナルの文献を

読み解く能力を身につける。 

・歴史的な視点からドイツ語を見ることによって、現代ドイツ語に対する理解をいっそう深める。 

 

・Students will learn grammars of Middle High German (German spoken in High Middle Ages), the ancestor of modern German 

language. Students will learn and understand original literature by using references and dictionaries. 

・Students will further deepen their understanding about modern German language by looking at it from historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語は時代につれて変化していくものであり、現代ドイツ語に見られる様々な事象の中にも、その歴史的な変遷をたどることで初

めて理解できるものが多数あります。こうした歴史言語学的な視点から言語をとらえるためには、言語の過去の姿に関する、正確

かつ広範な知識が不可欠です。この授業では、11 世紀から 14世紀にかけて用いられた中期高地ドイツ語（中高ドイツ語）をとり

あげ、現代のドイツ語との相違点に着目しながら文法を学習し、現代ドイツ語に見られる、古いドイツ語の知識があって初めて理

解できる種々の事象に光を当てていきます。また、中高ドイツ語時代の 12～13 世紀は、騎士たちを中心とした中世宮廷文学が

花開いた時代であり、ドイツ文学の最初の黄金時代とも呼ばれています。授業の後半では、中高ドイツ語原典での作品講読にも

挑戦します。英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』の一部を読みます。 

 

Language changes with passage of time. Amidst various phenomena observed in modern German language, there are many 

things that can only be understood by following their historical transformation. To understand language from historical and 

linguistic perspective, it is essential to have accurate and myriad knowledge about its previous forms. This class will take up 

Middle High German (Mittelhochdeutsche) used from the 11th to 14th century. Students will focus on its difference with modern 

German language while learning its grammars. This will shine light on various phenomena found in modern German language that 

are apparent only when students are equipped with knowledge about ancient German language. Furthermore, the era of Middle 

High German, from the 12th to 13th century, was the flourishing time for middle age court literatures centering around knights. 

It can be called the first golden age for German literatures. In the second half of this class, students will also take up the 

challenge to read works in Middle High German. Students will read parts of "Nibelungenlied". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 通時言語学と共時言語学（以下は授業で扱うトピックであり、この通りの順番で進むわけではありません） 

2. ドイツ語の歴史 

3. 中世ドイツ文学の概観 

4. 中高ドイツ語文法 文字と音 

5. 中高ドイツ語文法 語形変化 名詞類 

6. 中高ドイツ語文法 語形変化 動詞 

7. 中高ドイツ語文法 統語論 

8. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

9. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

10. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

11. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

12. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

13. 中高ドイツ語講読 『ニーベルンゲンの歌』から 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中高ドイツ語原典の講読は、予習なしでは不可能です。授業に参加するには、定期的な予習が不可欠ですので、注意して下さ

い。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で随時実施する小レポート(60%)/出席および授業中の課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・ヴァインホルト／他、2017、『中高ドイツ語小文法』 改訂第 18 版』、郁文堂 (ISBN:9784261073348) 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期後半に 1 回程度対面での授業を予定していますが、原則として Zoomを用いたリアルタイムオンライン授業を行います。動

画は使用せず、画面の共有と音声のやり取りによって進めますので、必要なデータ量はそれほど多くありませんが（1回 50-

100MB 程度）、受講を希望する人は、必要な環境を整えておくようにして下さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ文学・文化演習７ 

(Seminars in German Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディアのドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本でも封切られて話題を呼んだドイツの映画 6 本について書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上をめざし、映画から現代

ドイツの抱えるテーマを読み解いていきます。 

 

Students will read texts written about 6 German films. These films were center of attention during their premiere. Students will 

improve their German language skills while understanding subjects found in these films and modern Germany. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

２）担当者が、テクストのキーワードを調べて発表する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

Each lesson is made up of the following 3 parts. 

1) All students will read and translate specific parts of the text. 

2) Selected students will present important keywords found in these texts. 

3) Students will check contents they have read in written words by using audio-visual media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラー 最期の 12 日間（2004年）（1） 講読＋映像鑑賞 

3. ヒトラー 最期の 12 日間（２）  講読＋映像鑑賞 

4. 白バラの祈り ゾフィー・ショル、 最期の日々（2005 年）（１）  講読＋映像鑑賞 

5. 白バラの祈り ゾフィー・ショル、 最期の日々（２）  講読＋映像鑑賞 

6. 帰ってきたヒトラー（2016 年）（１）  講読＋映像鑑賞 

7. 帰って来たヒトラー（２） 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. 善き人のためのソナタ（2007 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

10. 善き人のためのソナタ（２） 講読＋映像鑑賞 

11. 僕たちは希望という名の列車に乗った（2018 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

12. 僕たちは希望という名の列車に乗った（２） 講読＋映像鑑賞 

13. はじめてのおもてなし（2016 年）（１） 講読＋映像鑑賞 

14. はじめてのおもてなし（２） 講読＋映像鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）毎回授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストのキーワードを調べて発表する（1 人 1 回） 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

新型コロナウィルス感染拡大状況により、授業運営が対面かオンラインかは異なってきます。 

Blackboaｒdの「お知らせ」で毎回の授業形態を定期的に確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN301／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ドイツ語の特性を適宜日本語との比較対照によって理解し，言語（史）を文化誌・社会誌（文化史・社会史）として捉える術を

会得することを目標とします。同時に言語学・ドイツ語学の基本概念の理解を深めます。 

 

In this class, students will consider the characterictics of modern German language in comparison with those of Japanese. They 

will also have an opportunity to regard language history as a cultural/social history. At the same time, they will deepen their 

basic concepts about linguistics, especially German linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従ってドイツ語の現況をトピックごとに概観し，言語の歴史の過去と現在を照射し，日独語の文化と社会への

理解を深めます。なるべく多くの言語の事例に論及し，日独語を観察・分析する目を斬新なものにし，相対化することも試みます。

授業への積極的な参加（意見交換，ディスカッションなど）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

Students will follow the lesson plan to have an overview of the German language landscape in several topics. They will also be 

engaged in comparing the past of language history with the present one and deepening their knowledge of culture and society 

around Japanese and German. They will make efforts to observe examples of so many languages as possible in order to refresh 

or relativize their perspectives on analyzing Japanese and German. Students must participate in classes actively (exchange 

opinions, discuss, and so on). They will submit reports at the end of semester.   

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション—ドイツ語とは何か— 

2. 日本語とドイツ語 

3. ことばの文化（日独語の文化誌 その１） 

4. ことばの文化（日独語の文化誌 その２） 

5. ことばの文化（日独語の文化誌 その３） 

6. ことばの多様性（日独語の方言） 

7. ことばの多様性（日独語のグループ語） 

8. ことばの多様性（日独語の世代語） 

9. ことばとコミュニケーション 

10. 異文化コミュニケーション 

11. 異文化理解（「ステレオタイプ」そのほか） 

12. ことばのピジン・クレオール化とグローバル化 

13. ことばから見た社会 

14. ことばの未来学—まとめに代えて— 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その都度のプリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業への参加度（授業時の受け答えやディスカッションへの貢献度，コメントペーパー）(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『該当せず』、該当せず 

2. 『該当せず』、該当せず 

3. 『該当せず』、該当せず 

4. 『該当せず』、該当せず 

5. 『該当せず』、該当せず 
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使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐久間淳一、2007、『はじめてみよう言語学』、研究社 

2. 中田清一・秋元美晴編、2006、『ことばと文化をめぐって 外から見た日本語発見記』、ひつじ書房 

3. 藤本和貴夫・木村健治編、1997、『言語文化学概論』、大阪大学出版会 

4. 新田春夫、1993、『ドイツ語ことばの小径 言語と文化の日独比較』、大修館書店 

5. 唐須教光、1988、『文化の言語学』、勁草書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN305／文学講義 １０５ 

(Lectures on Literature 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インド・ゲルマン語の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）からドイツ語にいたるまでの歴史的変化をたどり，ヨーロッパ諸言語の中にお

けるドイツ語の位置を探るとともに，ドイツ語に対する理解を深めます。 

 

Students will follow historical transformation of Indo-European common language (Indo-Germanic protolanguage) into German 

language. Students will deepen their understanding about German language by searching for German language’s positioning 

among various European languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語は，他のほとんどのヨーロッパの言語とともに，インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語）という共通の祖先から

分化して成立したと考えられています。この授業では，数千年にわたるこの分化の歴史をたどり，ドイツ語と親戚関係にある諸言

語との関係を探ります。また，歴史的変化に着目することではじめて理解できる，現代ドイツ語に見られるさまざまな事象にも光を

当てていきます。 

 

It is thought that German language, same as most other European languages, branched off Indo-European common language 

(Indo-Germanic protolanguage). This class will follow this historical branching process spanning several thousand years. 

Students will search for relationships among German and other close languages. Students will shine light on various phenomena 

observed in modern German language by focusing on its historical transformation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに： 通時言語学と共時言語学 

2. インド・ヨーロッパ共通基語（インド・ゲルマン祖語） 

3. インド・ヨーロッパ語比較言語学 

4. 続き 

5. インド・ヨーロッパ語と現代のドイツ語 

6. 原始ゲルマン語と第 1 次子音推移 

7. ゲルマン諸言語の歴史 

8. 続き 

9. ゲルマン人の歴史・ドイツ語の歴史 

10. ドイツ語の歴史： 第 2 次子音推移と古高ドイツ語 

11. 続き 

12. ドイツ語の歴史： 中高ドイツ語 

13. 続き 

14. 理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱った内容に関しては、プリントを用いてしっかり復習し、さまざまなトピックについて自分で要約して解説できるようにして

下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業中課題(61%)/最終レポート(Final Report)(39%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

須澤通，井出万秀『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』（郁文堂） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期後半に 1 回程度対面での授業を予定していますが、講義という授業形態に鑑み、原則として、音声ファイルと講義資料を

Blackboard で配布し、定期的にリアクションペーパーを提出してもらうという、オンデマンド型のオンライン授業を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN306／文学講義 １０６ 

(Lectures on Literature 106) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの文学論 

担当者名 

（Instructor） 
川中子 義勝(KAWANAGO YOSHIKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ひろく詩や詩的物語の生起する状況をあとづけながら、そこにはたらく精神の姿を考察していく。叙事・抒情といった文学様式とし

ての詩の言葉が成立する様相を見ながら、言葉や世界や神に対する人間のあり方を考える。 

 

Students will follow states created by wide range of poems and poetic stories to study the spiritual stance found in them. 

Students will reflect upon existence human in presence of language, world and God by observing aspects of words found in 

poems in narrative and lyrical literature forms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文学を中心に見ていくが、境を越えて、古代世界から現代に至るまで視野を拡げつつ講義をしていく。詩人としての自覚が

はじめて生まれる様相、詩と音楽の関係、神と人間・世界や自然を詩の言葉がどのように把握・表現するか、「わたし」とは何か、

死生の意味、などの主題を扱う。ときにバッハ他の音楽をも用い、日本文学との比較も含める予定である。 

 

Although the class will focus on German literature, students will also widen their views by crossing borders, from ancient to 

modern era. Students will be exposed to subjects such as poets' realization of their poetic selves, relationship between poem 

and music, ways to grasp and express God, human, world, and nature in poems' words, the meaning of "I", and the meaning of 

death and life. Occasionally Bach and other music will be used, and comparison with Japanese literatures will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 ― 「詩の自覚」について 

2. 叙事と抒情 ― ニーベルンゲンの歌ほか 

3. ドイツ・コラールの成立 ― 宗教民謡（ライス）とルター 

4. ドイツ・コラールの発展 ― 三〇年戦争期の詩人と「わたし」 

5. 「自然詩」の成立 ― 啓蒙主義の時代からゲーテまで 

6. 屹立する詩精神 ― ヘルダーリンとリルケ 

7. 神への問い ― ドイツ現代詩（リルケ、ネリー・ザックス、ツェラン、ブレヒトから現代まで） 

8. 「詩のなかの私」 ― 二人称の詩学へ 

9. 神への問い ― 日本の現代詩から（山村暮鳥、金子光晴、石原吉郎、鷲巣繁男ほか） 

10. 「意味への問い」 ― 宮沢賢治の場合 

11. 譚詩（物語詩）とメルヘン ― ドイツ・ロマン主義の詩人と賢治 

12. 屹立から歩行へ ― 伊東静雄と秋谷豊 

13. 「呼びかけ」に応えて ― 詩人 内村鑑三 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、毎回の授業の前と後にそのつど行う。講義では毎回、教科書の内容に関連する作品テクスト他をブラックボ

ードや「立教時間」で配布するが、テクストについての考察を深めることを復習として心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への積極的な参加(50%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/最終課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川中子義勝、2021、『詩学講義 ―「詩のなかの私」から「二人称の詩学」へ』、土曜美術社出版販売 (ISBN:978-4-8120-2609-

0) 

毎回の授業前にブラックボード等にアップされるプリント資料をダウンロードして、授業時は手元に置いてください。 

 

参考文献（Readings） 

オンライン講義のとき、授業で音楽のついた詩を扱った場合には、ナクソスライブラリー（立教図書館）ないし Youｔube で音源に接
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することができます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回数のうち１～２回程度、対面実施を予定しているが（音楽を授業で用いる時）、実施が可能かどうかは、社会の感染状況

や履修する学生の数によっても左右されるので、当該の授業の前に Blackboardや「立教時間」で確認して下さい。オンラインにな

っても、上の「参考文献」に記したように、代替方法は確保しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN308／文学講義 １０８ 

(Lectures on Literature 108) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独文化交流 

担当者名 

（Instructor） 
美留町 義雄(BIRUMACHI YOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・森鴎外が留学した時代のドイツの歴史と文化を理解し、同時に当時の日本の諸状況を相対的に把握できるようになる。 

・森鴎外の「ドイツ三部作」（『舞姫』『うたかたの記』『文づかひ』）を、鷗外の留学体験を通じて、〈ドイツの側から〉理解できるように

なる。  

・「個人」や「自然」、あるいは、「愛」と「生」、そして「自由」など、近代という時代を標榜するタームが、いかに日本へ移入されたの

か理解できるようになる。 

 

This lecture aims to 

(1) acquire knowledge about German history and culture during Mori Ogai’s studies there and at the same time to understand 

Japanese situations in a relative context and  

(2) understand Ogai’s “German trilogy” more deeply through his experiences in Germany and  

(3) explain how modern terms and conceptions such as“individualism,”“nature,” “love,” “life,” and “freedom” have been 

established.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義のテーマは、「鴎外が見たドイツ」です。森鴎外のドイツ留学（1884～1888 年）に焦点を当て、彼がドイツで何を体験し

たのか、専門の医学や文学にとどまらず、政治や学問、風俗やファッション、食事にいたるまで多様な文化史的見地から探ってい

く予定です。 

 特に、鴎外の都市体験に重点を置き、ライプチヒ～ドレスデン～ミュンヘン～ベルリンなど各所に滞在していた事実を踏まえ、彼

が身をもって感じたドイツ文化の多様性を論じることになるでしょう。 同時に、「ドイツ三部作」とひとくくりにされがちな彼の文学作

品を、当時の諸都市の実相を考慮しつつ分析します。 

 個々の授業内容については、「授業計画」を参照して下さい。  

 

The topic of this lecture is “Mori Ogai's view of Germany”. The focus is on his studies in Germany [1884-88]. It covers not only 

his medical and literary activities, but also various cultural experiences such as behavior, food and clothing, etc. Above all, his 

life in major German cities such as Leipzig, Dresden, Munich and Berlin is taken into account in order to make it clear how 

Germany seemed to him in its cultural diversity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入： 鴎外こと森林太郎について ～文豪そして軍医 

2. ライプチヒ① ザクセンの文化都市 

3. ライプチヒ② 「アウエルバッハ酒蔵」について 

4. ライプチヒ③ ドイツのクリスマス体験 

5. ドレスデン① ザクセンの宮殿とマイセンの磁器 

6. ドレスデン② ナウマンとの論争 

7. ドレスデン③ 『文づかひ』を読む 

8. ミュンヘン① バイエルンの芸術都市 ～ボヘミアンとの交際 

9. ミュンヘン② 鴎外とビール ～オクトーバーフェストについて 

10. ミュンヘン③ 『うたかたの記』を読む 

11. ベルリン① 軍事国家プロイセンの首都 ～ドイツ帝国の勝利の都 

12. ベルリン② カフェ文化について 

13. ベルリン③ 『舞姫』を読む ～その後のエリス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各自の関心に応じて、授業中に紹介された文献、資料を読み、期末レポート作成に臨むこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(60%)/授業後に課すミニレポート(40%) 

・やむを得ない事由を除き 15 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとし、欠席 3 回以上は単位を取得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、教員が作成したプリントを、オンラインで毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『文づかひ』 

2. 森鴎外、『うたかたの記』 

3. 森鴎外、『舞姫』 

4. 森鴎外、『独逸日記』 

5. 小堀桂一郎、1969、『若き日の森鴎外』、東京大学出版会 

6. 美留町義雄、2010、『鴎外のベルリン』、水声社 (ISBN:978-4-89176-797-6) 

7. 美留町義雄、2018、『軍服を脱いだ鴎外』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-22264-7) 

・数多く出版されている鴎外の小説は、どの版を読んでも可とします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・講義科目ですが、受講生の意見等を聞きながら、双方向の授業運営を目指します。  

 

注意事項（Notice） 
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■AN315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN315／文学講義 １１５ 

(Lectures on Literature 115) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの生活文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ワークとライフ，働くことと休むこと中心に，ジェンダーの視点から現代ドイツの生活文化について理解を深めていきます。   

 

Students will deepen their understanding about life and culture in modern Germany from a gender perspective, focusing on work 

and life, work and rest.    

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，日本の状況と比較しながら，受講者との議論も交え，現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

The class will focus on the German society, which tackles various issues for formation of a sustainable society through 

reconstruction of its social foundation and implementation of various policies. To do that, statistics and various auto visual 

materials will be used. At the same time, students will compare the situation with that of Japan. Students will participate in 

discussion and analyze issues found in modern Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. ドイツの生活文化：衣・食・住 

4. 「ワーク」と「ライフ」から見たドイツ 

5. 時短先進国ドイツへの道のり 

6. 長時間労働を阻止するしくみ 

7. 働くことと休むこと 

8. 効率の良い働き方とは 

9. ジェンダーから見たドイツ 

10. ３Kからの脱却：性別役割分業を超えて 

11. Paid Work と Unpaid Work 

12. 働きすぎとジェンダー 

13. ワーク・ライフ・バランス政策 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

インターネットを用いてドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー（兼出席票）(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 成績評価を受けたい者は、中間レポートも必ず提出すること。中間レポ

ート未提出者は最終レポートを提出できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストの指定はなし。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷 徹、2015、『ドイツ人はなぜ、1 年に 150 日休んでも仕事が回るのか』、青春出版社 

2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・原則として全授業対面実施予定であるが、状況によりオンデマンドに変更する可能性もある。 

・Power Pointを使用した講義形式で、映像資料なども活用していく。 

・資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用する。 

・リアクションペーパーに対しては、次回授業時にフィードバックを行っていく。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN316／文学講義 １１６ 

(Lectures on Literature 116) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのユダヤ系文化 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一次世界大戦期のドイツの文化と思想について理解を深める。 

 

This lecture aims to give an overview of German culture and ideas during the First World War. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第一次世界大戦（1914-1918）から 100 周年を迎え、欧米で「大戦争」と呼ばれる戦争がヨーロッパの文化や社会に与えた影響、

その記憶についてあらためて議論が行われている。多くの作家や思想家がナショナリズムの熱狂に巻き込まれる一方、反戦平和

やリベラル民主主義、社会主義の思想が深化した。とりわけドイツでは思想の分断がその後のヴァイマル期、ナチズムの時代を

刻印していく。本講義では、ドイツの作家や思想家が様々な立場から提起した論考や彼らの作品を考察する。（なお本講義のテ

ーマは上記のとおり変更する。） 

 

Commemorating the 100th anniversary of World War I (1914-1918), the impact of the ‘Great War’ on European culture and 

society are being discussed. In this lecture we will discuss ideas and works of German writers and thinkers from various 

standpoints. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大戦前夜（１）：ニーチェと「ヨーロッパのニヒリズム」 

3. 大戦前夜（２）：ドイツ表現主義と黙示録 

4. 戦争の勃発と熱狂 

5. トーマス・マンとドイツのナショナリズム 

6. 反戦と亡命（１） ヘルマン・ヘッセ 

7. 反戦と亡命（２）フーゴ・バルとダダイズム 

8. 反戦と亡命（３） 「ヨーロッパ思想」の芽生え  

9. 第一次世界大戦とユダヤ人 

10. ドイツ革命と表現主義／ダダイズム（１）  

11. ドイツ革命と表現主義／ダダイズム（２） 

12. エルンスト・ユンガーと「前線兵士ナショナリズム」 

13. トーマス・マンの「転向」  

14. 100 年後のヨーロッパと第一次世界大戦の記憶 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げた文献は、図書館などを利用して可能な限り読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントシート(40%)/最終レポート(40%)/授業への参加度(20%) 

正当な理由なく三回以上欠席した場合、成績評価の対象としない。なお、講義内容と計画は履修者の関心や人数に応じて多少

の変更の可能性もある。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井哲夫、1999、『戦争の世紀 第一次世界大戦と精神の危機』、平凡社新書 

人文書院から刊行されている、「レクチャー第一次世界大戦を考える」シリーズ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1297 - 

初回はできる限り対面実施とし、以降は履修者との相談により決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN357／文学講義 １５７ 

(Lectures on Literature 157) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの学術文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツにおいて学問・研究がどのような歴史的・制度的背景の上に独自の文化を産み出したかを概観し，ドイツの学術文化への

理解を深める。 

 

This course aims to help students deepen their understanding of German intellectual history and cultural discourses from the 

early modern period to the 20th century, from the viewpoint of “academic culture (Wissenschaftskultur)”. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では以下のテーマを講義する。１）古代および中世ヨーロッパにおける学術文化の伝統とドイツ，２）近世までの大学と学術文

化の歴史，３）近代ドイツの大学，４）学問の制度化，５）学問批判／批判的学問，６）ドイツの学問の世界的インパクト，７）日本に

おけるドイツ学術文化の受容，８）現代の諸問題。 

 

This course explores the following topics, among others: 1. Ancient and medieval academic tradition and Germany, 2. History of 

universities and academic culture up to the early modern period, 3. German universities in the early modern period, 4. 

Institutionalization of research, 5. Critique of academism, critical scholarship, 6. Impacts of German universities worldwide, 7. 

Reception and transformation of German academic culture in Japan, 8. German academic system today. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講上の注意とテーマへの導入 

2. 古代および中世ヨーロッパにおける学術文化の伝統とドイツ（１） 

3. 古代および中世ヨーロッパにおける学術文化の伝統とドイツ（２） 

4. 近世までの大学と学術文化の歴史（１） 

5. 近世までの大学と学術文化の歴史（２） 

6. 近代ドイツの大学（１） 

7. 近代ドイツの大学（２） 

8. 学問の制度化（１） 

9. 学問の制度化（２） 

10. 学問批判／批判的学問（１） 

11. 学問批判／批判的学問（２） 

12. ドイツの学問の世界的インパクトと日本におけるドイツ学術文化の受容（１） 

13. ドイツの学問の世界的インパクトと日本におけるドイツ学術文化の受容（２） 

14. 現代の諸問題および総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：授業の資料にかならず目を通し、疑問点を整理しておく。 

事後学習：授業中などに紹介・指定された文献を読み、レポートの準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および理解度（リアクションペーパー）(50%)/レポート（１）(20%)/レポート（２）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の資料は Blackboardに事前にアップロードする。この資料をテキストとする。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の資料で指定・紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義動画は、Google ドライブにアップロードします。授業フォルダの共有リンクを当該授業週の月曜日に受講者にメールで連絡し
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ますので、Google ドライブの「文学講義 157」当該週のフォルダにアクセスし、指定された期間中に動画を視聴してください。なお、

Google ドライブへのアクセスは、立教アカウントからのみ可能です。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN360／文学講義 １６０ 

(Lectures on Literature 160) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
西口 拓子(NISHIGUCHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義はドイツ語圏の児童文学にふれ、メルヒェン研究の基礎を理解をすることを目的とします。 

 

This course aims to explore and gain a fundamental understanding of Children's Literature and Folktale Research within the 

German Region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

主にグリム童話を手がかりに、メルヒェン研究の基礎を学びます。授業では、グリム童話の珍しい絵本なども紹介します。その

他、ラフィク・シャミやヨハンナ・シュピリの作品も紹介します。 

 

The foundations of German Folktale Research will be studied and interpreted through Grimms' Fairy Tales. Rare picture books 

printed in Germany and Japan will be introduced. Furthermore, books by Rafik Schami and Johanna Spyri will be also explored. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業計画、評価方法について。グリム兄弟とドイツメルヘン街道 

2. 「シンデレラ（灰かぶり）」 昔話の世界的広がりや歴史、語り口について 

3. 『グリム童話集』の成り立ち、リューティの文体論 

4. 『グリム童話集』改版の歴史 

5. 『グリム童話集』の絵本、挿絵からみたグリム童話 

6. 日本でのグリム童話の受容 

7. 「竜退治」の話。昔話の構造 

8. 「わらと炭とそらまめ」 伝播の形 

9. 「いばら姫」（眠れる森の美女） 

10. アンデルセンの童話 

11. ラフィク・シャミの子どもの本、シリアの昔話 

12. ロッテ・ライニガーの影絵アニメーション（メルヒェンの映像化） 

13. ヨハンナ・シュピリ『ハイジ』 

14. 最終授業時  筆記試験を実施します 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を読んでください。絶版のものは、大学図書館か近くの図書館で探してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

リアクションペーパーで出席確認と平常点の評価を行います。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村泫、1993、『グリム童話―子どもに聞かせてよいか?』、筑摩書房 (ISBN:978-4480081087) 

絶版の場合は、大学図書館か近くの図書館で探してみてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫（訳）、2005、『完訳グリム童話集』、筑摩書房 (ISBN:978-4480421418) 

2. プロップ、1978、『昔話の形態学』、水声社 (ISBN:978-4891762087) 

3. リュティ／小澤 俊夫 (訳)、2017、『ヨーロッパの昔話――その形と本質』、岩波書店 (ISBN:978-4003422915) 

4. リューティ／野村泫（訳）、1997、『昔話の解釈―今でもやっぱり生きている 』、筑摩書房 (ISBN:978-4480083197) 

5. リューティ／野村泫（訳）、1994、『昔話の本質』、筑摩書房 (ISBN:978-4480081681) 

その他は、授業中に紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN361／文学講義 １６１ 

(Lectures on Literature 161) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
バロックの文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１７世紀バロック期の文化の諸相を、イエズス会の活動に即して明らかにする。 

 

To introduce baroque culture in connection with Society of Jesus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イエズス会は、日本と中国に宣教師を送り、科学を研究し、王侯の祝祭で企画を担当した。その活動は、ヨーロッパによるアジア

文化理解、科学革命に対する対処、王侯の神格化と、芸術表現の革新にまで多岐にわたる。ひとつの集団の多面的な活動（―

反宗教改革にとどまらない―）を通して、この時代の文化の特徴を明確にしようとする。 

 

The activity of Society of Jesus spreads not only in missionary actions but also in scientific research such as the astronomy 

and the pneumatic. Far from this its member played a main role at the court festival of Leopold I. If we gaze at its extensive 

activity we can understand clearly cultural characters of baroque age.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 設立と日本へ―フロイス 

2. 典礼問題―マッテオ・リッチ 

3. 六十四卦と二進法 

4. デカルト対イエズス会 

5. 中国のイシス―キルヒャー 

6. キルヒャーの宇宙旅行 

7. キルヒャーの地底旅行 

8. 真空実験―カスパール・ショット 

9. だまし絵―アンドレア・ポッツォ 

10. 興行師ズバッラとバロック王レーオポルト一世 

11. イエズス会劇 I 

12. イエズス会劇 II 

13. まとめ 

14. まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示された文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と複数回出す課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

哲学と理科に関心があることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN362／文学講義 １６２ 

(Lectures on Literature 162) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
野端 聡美(NOBATA SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にドイツ語圏の文学に表現されたロマ（ジプシー）のイメージを知り、社会における他者の存在について理解を深めます。 

 

In this course students will deepen their understanding of the literary images of "Romani (Gypsy)", who have existed as an 

ethnic minority in Europe over centuries.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ロマ（ジプシー）という民族はマジョリティからどのように表現されてきたのか。そして現代のロマは自身をどのように描こうとしてい

るのか、この二点に特に重心を置いて扱います。マイノリティはどう受容されるのか、どう自身のアイデンティティを獲得するかに

ついて考えていきたいと思います。 

 

Students will look at how Romani were portrayed from majority through eras. Also we will focus on the present day tendency, 

that Romani are now trying to establish their own images and identities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 授業の流れ、評価方法について 

ロマについての導入的解説 

2. われわれが見聞きする「ジプシー」とは？ 

3. 美化(?)された「ジプシー」像 （１） 

4. 美化(?)された「ジプシー」像 （２） 

5. ファム・ファタールとしての「ジプシー」女性 

6. 地理的象徴として： ハプスブルク帝国の周縁に暮らす「ジプシー」 

7. ユダヤとロマ： マイノリティとしての差異 

8. ロマを巡る「記憶」の問題 

9. ホロコーストとロマの自伝 （１） 

10. ホロコーストとロマの自伝 （２） 

11. 「ジプシー」像からの解放を目指すロマ 

12. ロマという民族の不明瞭さ 

13. 他者として存在することについて 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布する資料をよく読み、復習に役立てて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

3 回以上正当な理由無く欠席した場合は評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷 驍、2020、『ジプシー史再考』、柘植書房新社 (ISBN:978-4806807049) 

2. イアン ハンコック、2005、『ジプシー差別の歴史と構造;パーリア・シンドローム』、彩流社 (ISBN:978-4882029717) 

3. イザベル フォンセーカ、1998、『立ったまま埋めてくれ―ジプシーの旅と暮らし』、青土社 (ISBN:978-4791756728) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN364／文学講義 １６４ 

(Lectures on Literature 164) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの映像文化 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

音声付き映画（トーキー）が急速に普及した 1930 年頃のドイツ映画の代表的な作品を通じ、このジャンルの特質と社会的・精神

史的背景を学ぶ。 

 

Early talkies in Germany around 1930 will be the theme of this class. Students will study characteristics of this genre, as well as 

social and intellectual contexts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

無声映画（サイレント映画）から音声付き映画（トーキー）に切り替わった 1930 年代初めにドイツで制作・公開された音声付き映画

をいくつか取り上げ、映像資料を視聴しながら、作品の社会的・精神史的背景、映像と音/音楽の関係などの諸側面を多角的に

考察する。取り上げる作品は『嘆きの天使』（1930 年）、『ガソリン・ボーイ三人組』（1930 年）、『M』（1931 年）を中心とする。 

 

This class will treat master works of early talkies in Germany around 1930. While watching video materials, students will conduct 

analysis from multiple perspectives. The following movies will be treated: "The Blue Angel"(1930), "The Three from the Filling 

Station" (1930), "M"(1931) and so on.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入 

2. 映画の成立から 1930 年頃までのドイツ映画の歴史 

3. 無声映画（サイレント）から音声付き映画（トーキー）へ 

4. 『嘆きの天使』（1） 

5. 『嘆きの天使』（2） 

6. 『嘆きの天使』（3） 

7. 『ガソリン・ボーイ三人組』（1） 

8. 『ガソリン・ボーイ三人組』（2) 

9. 『ガソリン・ボーイ三人組』（3) 

10. 『M』（1） 

11. 『M』（2） 

12. 『M』（3） 

13. その他の初期ドイツ音声付き映画（トーキー） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboard または立教時間を通じて、あるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 
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・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 

・以上は対面授業として実施された場合。オンラインになった場合には別途説明する。 

・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN368／文学講義 １６８ 

(Lectures on Literature 168) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ近世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

16 世紀の医師パラケルススとその支持者たちによる、初期近代ドイツ語圏の学問改革運動「パラケルスス主義運動」を考察す

る。 

 

Students will learn early modern academic revolution Paracelsianism in German speaking areas organized by 16th century 

doctor Paracelsus and his supporters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。中世末期から初期近代へ至る当時の歴史を概観しつつ、パラケルススたちの医学およびキリスト教信仰の刷新

プログラムを理解するために、自然哲学と経験主義、医化学などのキーワード、救済史と終末論、さらに錬金術・魔術・ヘルメス

主義といった知的潮流を解説する。 

 

The class will be conducted in lecture format. Students will study outline of history from late middle age up to early modern age. 

Students will receive explanations on natural philosophy, empiricism, medical chemistry and other keywords, as well as 

intellectual trends such as salvation history, eschatology, alchemy, magic, and Hermeticism to help them understand 

Paracelsus’s medicine and reform program of Christian belief. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 部：歴史的概観 

3. 中世末期から初期近代（近世）へ 

4. 文学史 

5. 自然科学史・医学史 

6. 教会史 

7. 第 2 部：パラケルススとパラケルスス主義者の思想・歴史観・自己像 

8. パラケルススとその著作 

9. パラケルスス死後の改革運動 

10. 医学およびキリスト教信仰の刷新プログラム 

11. パラケルスス像 

12. 第 3 部：パラケルスス受容史 

13. 近現代ドイツと日本におけるパラケルスス像 

14. まとめとふりかえり  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始時に配布されるテキストを読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時随時紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ａ 

(Introductive Seminars in French D1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスとは何かを考える 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

専門教育に向けて，フランスの社会や文化についての基礎的な知識を学ぶ。また文献検索や発表の手法、レポート等の書き方

を学ぶ。 

 

Students will acquire basic knowledge about French society and culture to prepare themselves for specialized subjects. In 

addition, students will learn how to write reports, search, and present literatures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスがどのような国なのか，政治，経済，宗教，文化などの分野からいくつかのテーマをとりあげ，日本と比較しながらその特

徴を探っていきます。配布資料を議論の出発点とします。受講者はグループにわかれ，各グループが指定されたテーマについて

調査・発表をします。発表をもとに，クラス全員で意見を交換し，さらに理解を深めていきます。 

また図書館やインターネットでの資料検索の仕方，発表の方法などを学びます。学期末には各自が関心のあるテーマを選び，レ

ポートにまとめ提出してもらいます。 

 

Students will be exposed to several areas including politics, economy, religion, and culture to help them learn about France as a 

country. Students will compare France and Japan in these areas and search for its characteristics. Discussions will be held 

based on distributed materials. Students will be divided into groups. Each group will research and present specific subjects. 

Based on these presentations, all class members will exchange their opinions to further deepen their understandings. 

Furthermore, students will learn how to search for information in library and online, as well as doing presentation. At the end of 

semester, students will select subjects they are interested in and submit their findings in reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業。 

2. 演習作業１。 

3. 演習作業２。 

4. 演習作業３。 

5. 演習作業４。 

6. 演習作業５。 

7. 中間総括。 

8. 発表１。 

9. 発表２。 

10. 発表３。 

11. 演習作業６。 

12. 演習作業７。 

13. 演習作業８。 

14. 総括。レポート提出。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示されたテクストを熟読し、さらには自分の担当する報告、最終レポートに向けて資料調査を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/課題(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝比奈美知子他、2011、『フランス文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623060152) 
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2. 田村毅他、2012、『フランス文化事典』、丸善 (ISBN:4621085220) 

初回の授業の際に指示（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Master of presentation, Master of writing 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofPresentation.pdf 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofWriting.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■AS012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｂ 

(Introductive Seminars in French D1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスを知る 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KONO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代フランスの歴史、社会、文化について基本的な知識を身につけるとともに、専門教育に向けて文献検索方法、発表の手法、

レポート作成方法について学ぶ。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic knowledge about the history, society, and culture of modern France, 

and learn how to search literature, make presentations, and create reports for specialized education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランスの歴史、政治、経済、宗教、文化のなかからいくつかのテーマをとりあげ、日本、フランス語圏の国々と比較しながらその

特徴をつかんでいきます。最初の数回は講義形式とし、続いてグループ学習に移ります。受講者はグループに分かれ、指定され

たテーマについて発表してもらいます。 

 

We will take up some themes from the history, politics, economy, religion, and culture of France and grasp their characteristics 

by comparing them with Japan and French-speaking countries. The first few times will be in a lecture format, followed by group 

learning. Students will be divided into groups and asked to make presentations on the designated theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義（フランスの社会） 

3. 講義（フランスの文化） 

4. 発表のための準備、分担決め 

5. 図書館講習（文献の読み方、文献検索方法） 

6. グループ発表 1 

7. グループ発表 2 

8. レポートの書き方 

9. グループ発表 3 

10. グループ発表 4 

11. グループ発表 5 

12. グループ発表 6 

13. グループ発表 7 

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） 

指示されたテキストを購読する。発表と最終レポート準備のための資料調査。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(30%)/授業参加度(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005 年、『フランス 7 つの謎』、文春新書 (ISBN:978-4166604272) 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業の際に指示（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｃ 

(Introductive Seminars in French D1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスの文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文化や社会を考えるうえで，手掛かりとなる基礎的な知識を学び，発表やレポート，資料の検索などの方法を身につけ

る。 

 

Students will reflect on French culture and society while acquiring basic knowledge to lead them along the way. Students will 

acquire skills to create presentations, reports, and search for documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後学んでゆくことになるフランス語圏の文化と社会への最初のアプローチとして，いくつかの特徴的なテーマ（「自由，平等，友

愛」「政教分離」「ストライキ」など）から現代のフランス社会を扱ったテキストを用いて，日本との比較も行いながら考察してゆきま

す。受講者はいくつかのグループに分かれ，担当する箇所については，テキストの要約と調査を行ったうえで発表します。全員が

事前に該当する部分を読んでくることを前提に，発表を聞いた後，グループあるいは全体で意見を出しあい，最後にコメントカード

に自分の考えをまとめて提出するという手順で進めるので，準備も含めた積極的な参加が必要となります。以上の作業を行うた

めに，最初の数回は，入門的な概要を紹介し，要約や発表の方法，図書館を利用した資料の検索のしかたなどを学びます。 

 

As their first step towards understanding culture and society of French speaking areas in the future, students will compare 

France with Japan by using textbooks on subjects of modern French society. These unique subjects will include “liberté, égalité, 

fraternité”, “laïcité” and “manifestation”. Students will be divided into several groups. Each group will be assigned specific parts. 

These groups will research and summarize their texts before presenting them. Everyone is required to read applicable parts 

before classes. After listening to these presentations, all students or groups are required to present their opinions. And in the 

end, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. In the first few classes, students will be introduced to summary for beginners to prepare them for the 

processes noted above. Students will learn how to summarize, present, and search for information in library. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、教科書の紹介 

2. 発表のための準備①／分担決定 

3. 図書館講習（予定） 

4. 発表のための準備② 

5. 発表：第１の謎 

6. 発表：第２の謎 

7. 発表：第３の謎 

8. 発表：第４の謎 

9. 発表：第５の謎 

10. レポートの書き方について 

11. 発表：第６の謎 

12. 発表：第７の謎 

13. フランスの社会と文化について 

14. 確認作業・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005 年、『フランス７つの謎』、文春新書 
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参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ａ 

(Introductive Seminars in French D2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の世界への招待 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学の代表作の抜粋を読み、多角的に考察する。 

 

Students will read extracts of iconic French literatures and reflect on them from multiple perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、毎回一つのテクストを選び、そのテクストを多角的に検討します。これはあくまで、学生の発表・議論を中心に構成

される授業です。しっかりと予習して参加してください。扱うテクストは、１６世紀から２０世紀までの文学、芸術や思想と多種多様

です。有名な作家、作品ばかりを選んでいます。自分が関心を持っている領域だけではなく、あらゆる分野について（良い意味で）

「広く浅く」フランス文学について学びましょう。 

 

In this class, a specific text will be selected every time. Students will discuss the selected text from multiple perspectives. In 

general, the class is made up of students’ presentations and discussions. Students should study before the class and 

participate. Wide variety of texts will be used, including literatures, arts, and thoughts from the 16th to 20th century. Solely 

well-known authors and works will be selected. Students will not be confined to their areas of interest. Instead, students will 

learn about French literatures in various areas (in a good sense) in wide yet shallow manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。授業内容紹介。 

2. 作品分析（１）。参加者による報告。 

3. 作品分析（２）。参加者による報告。 

4. 作品分析（３）。参加者による報告。 

5. 作品分析（４）。参加者による報告。 

6. 作品分析（５）。参加者による報告。 

7. 作品分析（６）。参加者による報告。 

8. 作品分析（７）。参加者による報告。 

9. 作品分析（８）。参加者による報告。 

10. 作品分析（９）。参加者による報告。 

11. 作品分析（１０）。参加者による報告。 

12. 作品分析（１１）。参加者による報告。 

13. フランス文学概説 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、指定されたテキストを熟読して授業にのぞむこと。担当教員が課題テキストについて複数の問いを出すので、それについて

考察・調査してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/課題(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回の授業の際に資料を配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 横山安由美他、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

初回の授業の際に指示（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｂ 

(Introductive Seminars in French D2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
河野 美奈子(KONO MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学の代表作を読んで、その分析方法を学ぶ。 

 

The aim of this course is to read masterpieces of French literature and learn how to analyze them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではフランス文学の代表的作品を読み、文学作品を論じる上での基本的な方法を学びます。授業で扱う作家は、カミュ、

サン=テグジュペリ、サガン、コレットを予定しています。最初の数回は講義形式とし、続いてグループ学習に移ります。受講者は

グループに分かれ、指定された作品について発表してもらいます。 

グループ発表では発表者以外にコメントを求めるので各自準備しておいてください。学期末には関心のあるテーマを選んで、レポ

ートを提出してもらいます。 

 

This course introduces the basic methods for discussing literary works. The writers in the class will be Camus, Saint-Exupery, 

Sagan, and Colette. The first few times will be in a lecture format, followed by group learning. Students will be divided into 

groups and asked to present their designated works. 

For group presentations, we will ask for comments from people other than the presenter, so please be prepared for yourself. At 

the end of the semester, select the theme you are interested in and ask them to submit a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義（フランス文学の流れ） 

3. 講義（現代フランス文学） 

4. 発表のための準備、分担決め 

5. グループ発表 1 

6. グループ発表 2 

7. グループ発表 3 

8. 中間まとめ 

9. グループ発表 4 

10. グループ発表 5 

11. グループ発表 6 

12. レポートの書き方 

13. グループ発表 7 

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） 

指示されたテキストを購読する。発表と最終レポート準備のための資料調査。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加度(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アルベール・カミュ、1954、『異邦人』、新潮文庫 (ISBN:978-4-10-211401-8) 

2. サン＝テグジュペリ、2006、『星の王子さま』、新潮文庫 (ISBN:978-4102122044) 

3. フランソワーズ・サガン、2008、『悲しみよ こんにちは』、新潮文庫 (ISBN:978-4102118283) 

4. コレット、1991、『青い麦』、集英社文庫 (ISBN:978-4087602012) 
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初回の授業の際に指示（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｃ 

(Introductive Seminars in French D2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳された作品を通して，フランスの文学や文化に触れ，文学的に書かれたテクストを読むための基礎となる技法を学ぶ。 

 

Students will use translated works to study French literature and culture to learn foundation and technique required to read 

literature texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，まず最初に，フランス文学への第一歩として，概説を紹介し，具体的に短編（モーパッサンなど）や抜粋を用いて，

物語がどのように構成されているのか，言葉がどのように用いられているのかを，客観的に分析するという作業を行います。それ

から，フランスの小説，詩，エッセーなどから，いくつかのテクストをとりあげ，受講者は，各自の興味に応じて，いずれかの作品を

選び，グループとなって担当します。複数の担当者は，まずテクストを要約的に紹介し，それから各自の視点から分析します。担

当者以外の受講者も，事前に必ず作品の該当する部分を読み，考えてきたうえで，グループあるいは全体で議論を行います。そ

して，授業の終わりにコメントカードに自らの考えをまとめ提出するという流れで進めるので，積極的な参加が必要です。また，文

学的に書かれたテクストをいかに分析しながら読むことができるのかの実例として，批評的なテクストも扱う予定です。 

 

In this class, students will be introduced to outlines as the first step towards French literatures. Specifically, these outlines will 

include short stories (Maupassant, etc.) and extracts. Students will adopt objective perspective to analyze how these stories 

are constructed and how language is used. After that, several texts such as French novels, poems, and essays will be used. 

Students will choose works they are interested in. They will form groups and study their chosen works. Several selected 

students will first introduce these texts briefly and then analyze them from their perspectives. Students not selected for these 

tasks must also read and understand the works before class. All students or groups will then discuss about these works. After 

that, students will summarize their opinions on comment cards and submit them. Preparation and active participation by 

students are essential. Furthermore, students will be exposed to texts of critical perspectives as they are able to analyze and 

read literature texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，シラバス確認，使用テキストについて 

2. 発表の分担決定，発表のてびき 

3. 読解の分析と実践 

4. 発表（第 1グループ）／短編① 

5. 発表（第 2グループ）／短編② 

6. 発表（第 3グループ）／長編 A① 

7. 発表（第 4グループ）／長編 A② 

8. 発表（第 5グループ）／長編 A③ 

9. 発表（第 6グループ）／長編 B① 

10. 発表（第 7グループ）／長編 B② 

11. 発表（第 8グループ）／長編 B③ 

12. レポートの書き方について 

13. 読解のまとめ 

14. 学期のまとめ／レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1327 - 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
明石 伸子(AKASHI NOBUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。 

語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読解力を高めるために，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読み，大まかな筋を把握する努力

をしてみましょう。つづいて，本文理解に必要な単語の優先順位を意識しながら辞書をひいて，テクストをより正確に理解し、その

内容と文法事項にかかわる問題を解きます。授業で教員の詳しい解説をきいてから、翌週までに全訳を作成し、提出してもらい

ます。 

この授業を通して、まずはフランス語の文章の大まかな意味を把握するコツを身につけましょう。テクストとしては、仏検 3 級から

準 2 級程度のレベルの文章を使用し、少しずつ難易度をあげる予定です。基本表現を用いた例文集も配るので，必ず辞書で意

味や用法を確認しておきましょう。 

 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning of short texts written in French on the whole. 

Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、指定されたテクストを読み、問題を解くこと。復習として、授業での解説にもとづいて、正確な全訳を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(複数回)(50%)/提出物(複数回)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した文法の教科書と辞書を活用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1329 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。 

語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読解力を高めるために，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読み，大まかな筋を把握する努力

をしてみましょう。つづいて，本文理解に必要な単語の優先順位を意識しながら辞書をひいて，テクストをより正確に理解し、その

内容と文法事項にかかわる問題を解きます。授業で教員の詳しい解説をきいてから、翌週までに全訳を作成し、提出してもらい

ます。 

この授業を通して、まずはフランス語の文章の大まかな意味を把握するコツを身につけましょう。テクストとしては、仏検 3 級から

準 2 級程度のレベルの文章を使用し、少しずつ難易度をあげる予定です。基本表現を用いた例文集も配るので，必ず辞書で意

味や用法を確認しておきましょう。 

 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning of short texts written in French on the whole. 

Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、指定されたテクストを読み、問題を解くこと。復習として、授業での解説にもとづいて、正確な全訳を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(複数回)(50%)/提出物(複数回)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した文法の教科書と辞書を活用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1331 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを速読して読解力をつける。 

語彙を増やしながら，文法理解を徹底する。 

 

Students will be able to speed read and understand relatively easy texts. Students will increase their vocabularies while 

improving their understanding of grammars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

読解力を高めるために，ある一定の長さの比較的やさしいテクストを，まずは辞書を引かずに読み，大まかな筋を把握する努力

をしてみましょう。つづいて，本文理解に必要な単語の優先順位を意識しながら辞書をひいて，テクストをより正確に理解し、その

内容と文法事項にかかわる問題を解きます。授業で教員の詳しい解説をきいてから、翌週までに全訳を作成し、提出してもらい

ます。 

この授業を通して、まずはフランス語の文章の大まかな意味を把握するコツを身につけましょう。テクストとしては、仏検 3 級から

準 2 級程度のレベルの文章を使用し、少しずつ難易度をあげる予定です。基本表現を用いた例文集も配るので，必ず辞書で意

味や用法を確認しておきましょう。 

 

Through this class, students will acquire skills essential to grasp the meaning of short texts written in French on the whole. 

Texts used will be equivalent to grade 3 and grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクスト 1 

2. テクスト 2 

3. テクスト 3 

4. テクスト 4 

5. テクスト 5 

6. テクスト 6 

7. テクスト 7 

8. テクスト 8 

9. テクスト 9 

10. テクスト 10 

11. テクスト 11 

12. テクスト 12 

13. テクスト 13 

14. テクスト 14 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、指定されたテクストを読み、問題を解くこと。復習として、授業での解説にもとづいて、正確な全訳を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(複数回)(50%)/提出物(複数回)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1 年次に使用した文法の教科書と辞書を活用すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : S'engager ; 第１課 ： Bien sûr 

2. 第 1 課（続き） 

3. 第 2 課 ： Votre santé 

4. 第 3 課 ： S'investir 

5. 第 4 課 ： Sentiments ; Culture : François Truffaut 

6. 第 2 ユニット ： Voyager ; 第 5課  ： Sympa, ce site ! 

7. 第 6 課 ： A louer 

8. 第 7 課 ： Le plus cher ! 

9. 第 8 課 ： Vite dit ! Culture : Nice 

10. 第 3 ユニット ： Raconter ; 第 9課 ： C'était étonnant 

11. 第 10 課 ： Camille Claudel 

12. 第 11 課 ： Changement de vie 

13. 第 12 課 ： Un café ? ; Culture : Le Royal Deluxe 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1339 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in French 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介す

る。こうした添削を通して，1 年次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Professor will 

edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will review 

basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。 

 



 

 - 1341 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題，小テストなど）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 (ISBN:9784560060506) 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in French 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 文太(OZAKI BUNTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介す

る。こうした添削を通して，1 年次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Professor will 

edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will review 

basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題，小テストなど）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 (ISBN:9784560060506) 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in French 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語作文 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介す

る。こうした添削を通して，1 年次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Professor will 

edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will review 

basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題，小テストなど）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 (ISBN:9784560060506) 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語口頭表現 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

Following learning in year 1, students will practice basic French conversation (pattern and vocabulary), pronunciation, and 

vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

This class is held once a week by native French professor. 

This subject is critical for students to acquire basic ability to listen, speak, and write, which are required for studies of 

specialized subjects. Other than studying before and after class, students must also participate in class actively. Based on their 

studies before and after class, students will give answers during each class. Answers they give are directly correlated with their 

results. Therefore, thorough preparation is necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 4 ユニット ： S'exprimer ; 第 13 課 ： Ouais, c'est ça... 

2. 第 14 課 ： Écologie 

3. 第 15 課 ： Le loup 

4. 第 16 課 ： Au café ; Culture : Le Flore 

5. 第 5 ユニット ： Travailler ; 第 17 課 ： Nous vous rappellerons 

6. 第 18 課 ： L'entretien 

7. 第 19 課 ： Égalité ! 

8. 第 20 課 ： Un job ? ; Culture : Comédiens 

9. 第 6 ユニット ： Vivre ; 第 21 課 ： Et la salle de bains ? 

10. 第 22 課 ： Citoyens 

11. 第 23 課 ： Projet d'urbanisme 

12. 第 24 課 ： Cohabiter ; Culture : Sur l'eau 

13. 第 7 ユニット ： Consommer ; 第 25 課 ： C'est pas possible ! 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jean-Thierry Le Bougnec＆Marie-José Lopes. Totem-2. Hachette Japon (ISBN:9782011560551) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in French 5a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
平賀 裕貴(HIRAGA HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in French 5b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in French 5c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学の読解 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

丁寧に辞書をひきながら、ひとりで文学作品を読み解く力を身につける。語彙を増やすだけでなく、一年次で学んだ文法知識を基

礎として、より高度で複雑な文章表現を理解するコツをつかむ。ダウンロード可能な音声教材を使用し、発音とリスニング能力も

強化する。 

 

Students will be able to read literatures alone by checking dictionary carefully. In addition to increasing vocabulary, students will 

also use grammar knowledge they learnt in year 1 to understand more advanced and complex expressions. Students will use 

downloadable audio materials to improve their pronunciation and listening skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストには、17 世紀から 20 世紀まで（さらに付録として中世・16 世紀の）名文が並ぶが、授業では、学生の関心に配慮しつ

つ、各担当教員が選んだ文章を比較的わかりやすいものから読む。単語の意味だけにとらわれず、文の構造と展開をつかむこと

を意識してほしい。文学作品らしい表現上の工夫を、原文で実感する機会にしたい。 

 

Although classics from the 17th to 20th century (and middle age to the 16th century in appendix) will be used as texts, each 

professor will take students into accounts during the class and choose relatively easy to understand texts. Students should not 

fixate only on meaning of vocabulary but also be aware of structure and progress of sentences. This will be the opportunity for 

students to experience efforts that went into literatures’ expressions in their original language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. 読解１ 

3. 読解 2 

4. 読解 3 

5. 読解 4 

6. 読解 5 

7. 読解 6 

8. 読解 7 

9. 読解 8 

10. 読解 9 

11. 読解 10 

12. 読解 11 

13. 読解 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたっては作品の文章をノート

に書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

また、各テクストの時代背景等を知るために、適宜文学史の教科書などを参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的参加(40%)/小テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木隆雄他、2005、『レクチュールの冒険』、朝日出版社   (ISBN:4255351708) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柏木隆雄他、2003、『エクリチュールの冒険 新編・フランス文学史』、大阪大学出版会 (ISBN:487259147X) 
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2. 渡辺一夫・鈴木力衛、1961、『フランス文学案内』、岩波文庫 (ISBN:4003500016) 

3. 横山安由美・朝比奈美知子、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ａ 

(Introductory French 1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackboardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｂ 

(Introductory French 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackboardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｃ 

(Introductory French 1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて Blackboardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ａ 

(Introductory French 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介：フランス語の基礎について 

2. 自己紹介を行う 

3. 今住んでいるところや出身地について話す 

4. 交通手段について話す 

5. アルバイトについて話す 

6. ペットについて話す 

7. 科目・先生について話す 

8. 食べ物について話す 

9. 家事について話す 

10. 家族について話す 

11. クラブについて話す 

12. 習慣について話す 

13. 週末の過ごし方について話す 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｂ 

(Introductory French 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介：フランス語の基礎について 

2. 自己紹介を行う 

3. 今住んでいるところや出身地について話す 

4. 交通手段について話す 

5. アルバイトについて話す 

6. ペットについて話す 

7. 科目・先生について話す 

8. 食べ物について話す 

9. 家事について話す 

10. 家族について話す 

11. クラブについて話す 

12. 習慣について話す 

13. 週末の過ごし方について話す 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｃ 

(Introductory French 2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介：フランス語の基礎について 

2. 自己紹介を行う 

3. 今住んでいるところや出身地について話す 

4. 交通手段について話す 

5. アルバイトについて話す 

6. ペットについて話す 

7. 科目・先生について話す 

8. 食べ物について話す 

9. 家事について話す 

10. 家族について話す 

11. クラブについて話す 

12. 習慣について話す 

13. 週末の過ごし方について話す 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ａ 

(Introductory French 3a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｂ 

(Introductory French 3b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｃ 

(Introductory French 3c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

Students will complete French grammar practices, simple text reading, and learn vocabulary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

This class is held once a week by Japanese professor. 

In this class, students will review beginner grammars learnt in French class (2 classes weekly) of university-wide curriculum, 

while practice reading French texts. 

Each time, all students will be given considerable amount of questions (grammar questions and French Japanese translations) to 

solve as their pre-class study. Be aware that students who had not completed their pre-class study will be considered absent. 

Other than weekly studies before and after class, students are required to participate actively during class. If there are unclear 

points, students should ask professor. 

In addition to that, students must bring dictionary and grammar textbook every time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 
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テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ａ 

(Introductory French 4a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す 

2. 休暇中の活動について話す 

3. 経験について話す 

4. 地理について話す 

5. 気候について話す 

6. 過去について話す 

7. 道を尋ねる 

8. レストランで注文する 

9. 買い物をする 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｂ 

(Introductory French 4b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す 

2. 休暇中の活動について話す 

3. 経験について話す 

4. 地理について話す 

5. 気候について話す 

6. 過去について話す 

7. 道を尋ねる 

8. レストランで注文する 

9. 買い物をする 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｃ 

(Introductory French 4c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

The goal of this class is to enable students to express themselves in French in year 1. Students will enjoy French and aim for 

higher level as they become capable of communicate in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

This class is sequel to the spring semester Introductory French 2a. 

The class is made up of 2 parts, leçon and activité. 

－During leçon, students will learn through everyday topics and current events. 

－During activité, students will practice expressions that will be useful when they visit France. 

Level of this class is equivalent to level A1 (beginner) of Cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す 

2. 休暇中の活動について話す 

3. 経験について話す 

4. 地理について話す 

5. 気候について話す 

6. 過去について話す 

7. 道を尋ねる 

8. レストランで注文する 

9. 買い物をする 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『Moi, je... コミュニケーション』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１ 

(Seminars D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロマン主義とは何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ロマン主義をキーワードに、フランス革命後のフランス社会および文化の諸特徴を考察する。 

 

Considering the characteristics of French society and culture after the French Revolution, with romanticism as the keyword 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロマンチック」という普段我々が何気なく用いている形容詞は、本来はどのような意味を持っていたのであろうか？そもそも、十

九世紀前半のロマン主義は文学のみならず、絵画やオペラ・バレエなどの舞台芸術、さらには政治、哲学、宗教にまで及ぶトータ

ルな芸術・思想運動であり、しかもその影響はフランス国内にとどまらず、国境を越えた汎ヨーロッパ的な文芸思潮でもあった。こ

の授業では、「英雄性」、「世紀病」、「純愛」、「歴史趣味」、「民族意識」、「社会主義」など多様なテーマの検討を通して、ロマン主

義の諸相を探ることを目的とする。 

 

What did the adjective "romantic", which we casually use, originally mean? Romanism in the first half of the nineteenth century 

was a total international art and thought movement that extended not only literature but also performing arts such as painting 

and opera and ballet, as well as politics, philosophy and religion. The purpose of this class is to explore various aspects of 

romanticism by examining various themes such as "heroism," "century disease," "pure love," "historical hobbies," 

"nationalism," and "socialism." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（時代背景：フランス革命とその影響） 

3. 講義２（ナポレオン体制と女性） 

4. 講義３（ロマンチック・ラブと理性結婚） 

5. 講義４（舞台芸術とブルジョワの時代） 

6. 発表１ 

7. 発表２ 

8. 発表３ 

9. 発表４ 

10. 発表５ 

11. 発表６ 

12. 発表７ 

13. 発表８ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業に関連する小説や参考書を紹介するので、できるだけ多くの文献を読むように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%) 

ゼミである以上、必ず全員に発表してもらう。その発表をもとに、学期末にはレポートをまとめてもらうことになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ブリュノ・ヴィアール、2012、『100 語でわかるロマン主義』、白水社・文庫クセジュ (ISBN:9784560509715) 

あくまでコロナ禍が収まればの話であるが、受講者と相談して、授業のテーマに関連した観劇（バレエ）に行く機会を設けたい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ２ 

(Seminars D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
十九世紀の姦通小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

バルザックの小説を読みながら、フランス革命後の激動の十九世紀フランス社会および文化について考察する。 

 

While reading Balzac's novel, we will consider the turbulent 19th century French society and culture after the French 

Revolution. 

 

授業の内容（Course Contents） 

バルザックの『ゴリオ爺さん』（1835）を精読する。小説の読み方を実践的に学び、物語リテラシーの向上を図ると同時に、春学期

に引き続き、フランス革命後の混乱の十九世紀フランス社会についての理解を深めることを目的とする。取り上げる予定のテーマ

は社交界、理性結婚、姦通、階級制と卓越化、ダンディズムなど多岐にわたるが、少なくとも最初は何よりも恋愛小説を楽しむ姿

勢を大事にしたい。授業の進め方に関しては、最初に何回か導入の講義をした後は、学生一人一人が自分で設定したテーマに

ついて発表してもらうことになる。自分独自のテーマを見つけるためにも、教師の話や他の学生の発表をよく聞いて、積極的にデ

ィスカッションに参加してほしい。 

 

We will peruse Balzac's Le Pere Goriot (1835). The purpose is to learn practically how to read novels and improve story literacy, 

and at the same time, to deepen the understanding of the turmoil of the nineteenth century French society after the French 

Revolution, following the spring semester. The themes to be covered are diverse, such as social circles, rational marriage, 

adultery, class system and excellence, and dandyism, but at least at first I want to value the attitude of enjoying romance 

novels. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（バルザックとその時代） 

3. 講義２（社交界について） 

4. 講義３（階級社会と恋愛） 

5. 講義４（民主主義とディスタンクシオン） 

6. 発表１ 

7. 発表２ 

8. 発表３ 

9. 発表４ 

10. 発表５ 

11. 発表６ 

12. 発表７ 

13. 発表８ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までに必ず『ゴリオ爺さん』を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%) 

ゼミである以上、必ず全員に発表してもらう。その上で、学期末には発表をもとにレポートをまとめてもらうことになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2015、『バルザック ポケットマスターピース 03』、集英社文庫ヘリテージシリーズ (ISBN:9784087610369) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

あくまでコロナ禍が収まればの話だが、受講生と相談して、できれば十九世紀フランスにかかわるオペラやバレエなどの舞台芸

術を観劇する機会を設けたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ３ 

(Seminars D3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代文学に描かれた民衆像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学史、思想史、社会史の文脈を参照しながら、作品と社会との関わりを理解できる。特に１９・２０世紀フランスの民衆像につい

て知識を身につける。翻訳をベースとしながら、フランス語原文の理解力を高めることも目標とする。 

 

Students will understand the relationship between work and society while referring to the contexts of literary history, thought 

history, and social history. In particular, we will learn about French people's image in the 19and 20th century. The goal is to 

improve the comprehension of the original French text, lectures being based however on translation.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学的および歴史的テクストを精読する。作品の特徴やアプローチ法について講義し、参考文献を紹介し、受講生とともに作品を

読み込んでゆく。 

 

We carefully read several French text, both literary and historic. Lectures will be given on the characteristics of the work and 

the approach method, references will be introduced, and the work will be read along with the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 革命的民衆（イントロダクション）：ドラクロワ「民衆を導く自由（の女神）」を手がかりに 

2. 大都市の民衆像：ドーミエの風刺画を手がかりに 

3. ボードレール（１）散文詩「群衆」 

4. ボードレール（２）批評「現代生活の画家」 

5. ジュール・ヴェルヌ（１）『教養娯楽叢書』の想定する未来の民衆 

6. ジュール・ヴェルヌ（２）『黒いダイヤモンド（黒いインド）』の地底都市（廃坑） 

7. ゾラ（１）『ジェルミナール』と炭鉱ストライキ 

8. ゾラ（２）『ナナ』観客席の民衆 

9. セリーヌ（１）『夜の果ての旅』クリシー広場の民衆 

10. セリーヌ（２）『夜の果ての旅』戦場に送られた民衆 

11. セリーヌ（３）『夜の果ての旅』ニューヨークの民衆 

12. カミュ（１）『ペスト』感染症と民衆 

13. カミュ（２）『ペスト』病のピークと住民たちの反応 

14. カミュ（３）『ペスト』市門の開放を喜ぶ民衆：まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作品の指定された部分を読み、課題について調べておく。 

授業後は、関連文献について調べて、次の授業で短く報告できるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/口頭発表（中間発表）(20%)/中間発表にもとづくショートレポート(10%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布あるいはテクストの URLを指示する 

 

参考文献（Readings） 

1. セリーヌ、『夜の果てへの旅』、中央公論社 (ISBN:ISBN4-12-200525-6) 

2. カミュ、『ペスト』、新潮社 (ISBN:ISBN978-4-10-211403-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で担当教員とメールで連絡できるアドレスと注意事項を指示する。  

授業資料の提示、授業課題の提出は主として立教時間を用いる。 
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注意事項（Notice） 
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■AS104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ４ 

(Seminars D4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス近現代文学の中のユダヤ人像 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学史、思想史、社会史の文脈を参照しながら、作品と社会との関わりを理解できる。特に社会的マイノリティの典型のひとつで

ある１９・２０世紀フランス文学の中のユダヤ人像について知識を身につける。翻訳をベースとしながら、フランス語原文の理解力

を高めることも目標とする。  

 

Students will understand the relationship between work and society while referring to the contexts of literary history, thought 

history, and social history. In particular, we will learn about French Jew's image, one of the typical figure of social minorities, in 

the literary text of 19 and 20th century. The goal is to improve the comprehension of the original French text, lectures being 

based however on translation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学および歴史テクストを精読する。作品の特徴やアプローチ法について講義し、参考文献を紹介し、受講生とともに作品を読み

込んでゆく。 

 

We carefully read both literary and historic texts. Lectures will be given on the characteristics of the work and the approach 

method, references will be introduced, and the work will be read along with the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マイナー文学とは何か（イントロダクション）：ドゥルーズ／ガタリを手がかりに 

2. 宗教的マイノリティと社会的マイノリティ 

3. ゾラ『金銭』の裕福なユダヤ人像 

4. ゾラとドレフュス事件 

5. アポリネールの詩に見える東方ユダヤ人 

6. ナショナリズムとユダヤ人像の変遷 

7. プルースト『失われた時を求めて』（１）スワン氏 

8. プルースト『失われた時を求めて』（２）ドレフュス事件 

9. プルースト『失われた時を求めて』（３）第一次世界大戦 

10. ジョルジュ・ペレック（１）幼年時代の回想に見る移民 

11. ジョルジュ・ペレック（２）回想に見るホロコースト 

12. パトリック・モディアノ（１）自分探し 

13. パトリック・モディアノ（２）占領下パリのユダヤ人 

14. パトリック・モディアノ（３）父との和解？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作品の指定された部分を読み、課題について調べておく。 

授業後は、関連文献について調べて、次の授業で短く報告できるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/口頭発表（中間発表）(20%)/中間発表にもとづくショートレポート(10%)/授業参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布もしくはテクストの URLを提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有田英也、2000、『ふたつのナショナリズム ユダヤ系フランス人の「近代」』、みすず書房 (ISBN:ISBN4-622-03843-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業で担当教員とメールで連絡できるアドレスと注意事項を指示する。  
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授業資料の提示、授業課題の提出は主として立教時間を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ５ 

(Seminars D5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジャンヌ・ダルクを読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジャンヌ・ダルクに関連する文献を読み、その実像を考察する。 

 

Reading Jeanne d'Arc 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から 20 世紀に至る様々な文献を通して、1431 年に火刑に処されたジャンヌ・ダルクの実像を考察する。果たして魔女だった

のか聖女だったのか。当時の裁判記録、同時代のクリスティーヌ・ド・ピザンの讃歌、ヴィヨンなどから始まり、嘲笑するヴォルテー

ル、美化するミシュレ、アヌイの戯曲『ひばり』などを読む。15 世紀のフランス語にも親しんでみよう。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、学生発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フランス

語の文章を使用。 

 

This seminar analyzes Jeanne d’Arc’s images by reading many texts from Medieval Times to the 20th century, for example, 

Christine de Pisan, Villon, Voltaire, Michelet, Anouilh etc. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations. Students 

are free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in 

parts of their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの歴史・文学概説 

2. 15 世紀の歴史状況と英仏百年戦争 

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. 学生発表 1 

8. 学生発表 2 

9. 学生発表 3 

10. 学生発表 4 

11. 学生発表 5 

12. 学生発表 6 

13. 学生発表講評 

14. 全体まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、学生発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。また中世ヨーロッパ社会についての歴史

書を参照したり、関連の映像などを見ることを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(40%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント等を配布。 

 

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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当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ６ 

(Seminars D6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マリ＝アントワネットを読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マリ＝アントワネットに関連する文献を読み、その実像を考察する 

 

Reading Marie-Antoinette 

 

授業の内容（Course Contents） 

1793 年にギロチンにかけられたフランス王妃マリ＝アントワネットには奢侈や浮気のイメージがつきまとうが、本当の悪人だった

のか、歴史の被害者だったのか。書簡などの歴史資料、研究論文、当時の絵画や風刺画などからその実像に迫る。書籍のほ

か、Gallica の資料の利用方法を学ぶ。 

導入の講義と数回の講読・課題のほか、学生発表を行う。期末レポートは関連する主題で各自が自由に執筆する。一部フランス

語の文章を使用。 

 

This seminar analyzes Marie-Antoinette’s images by reading many literary and historical texts and seeing pictures. We use not 

only books but also Gallica’s documents. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create presentations. Students are 

free to choose related subjects when writing their reports at the end of semester. Students will use French language in parts of 

their writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの歴史・文学概説 

2. 18 世紀の歴史とフランス革命 

3. 文献講読 1 

4. 文献講読 2 

5. 文献講読 3 

6. 関連する映画など 

7. 学生発表 1 

8. 学生発表 2 

9. 学生発表 3 

10. 学生発表 4 

11. 学生発表 5 

12. 学生発表 6 

13. 学生発表講評 

14. 全体まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。またフランス革命についての歴史書を参照したり、関連の映像などを見るこ

とを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(40%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント等を配布。 

 

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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当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ７ 

(Seminars D7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス風の研究発表方法を学ぶ、発表する 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 フランスのニュースを聴き、現在フランスの情報を得ながら、フランス風の研究発表方法を学ぶことである。 

 

  Students will listen to French news and get informations about nowadays France, while learning methods to present their 

researches in French way. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースのコメントから授業を始める。毎回、聴解の練習問題を行なう。ゼミは主にフランス語で行われるが、ある程度日本語を

交えても構わない。拙いフランス語しか使えなくても十分に受講は可能である。 

 

The class will start with comments of French news. Each time, students will practice listening and comprehending. Students will 

also make presentation and comment in French. In general, the seminar will be held in French but occasional switching to 

Japanese is allowed. Students can take this class even if they are only equipped with basic French. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１ 

2. .発表 1・資料２ 

3. 発表 2・資料３ 

4. 発表３・資料４ 

5. 発表４・資料５ 

6. 発表５・発表６・資料６ 

7. 発表７・発表８・資料７ 

8. 発表９・発表１０・資料８ 

9. 発表１１・発表１２・資料９ 

10. 発表１３・発表１４・資料１０ 

11. 発表１５・発表１６・資料１1 

12. 発表１７・資料１２ 

13. 発表１８・資料１３ 

14. ゼミのまとめ・知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業にて、参考文献を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ８ 

(Seminars D8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏のメディアから世界を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済や外交から戦争や移民問題などを含め、現代フランス社会やフランス語圏全体・世界を取り巻く諸問題を幅広く取り上げる。

最近のニュースの中から、学生が最も関心を寄せたテーマに焦点を当て、情報を集め、知識を深めていく。様々な話題を手掛か

りにして、フランス語でコメントと分析を行う楽しみを感じてほしい。   

 

This class will touch on wide range of issues surrounding French society, French speaking areas, and the world, including 

economy, foreign policy, war, and immigration. Students will focus on subjects they are most interested in recent news. 

Students will collect information to deepen their knowledge. Students will enjoy commenting and analyzing in French by using 

various topics as leads.   

 

授業の内容（Course Contents） 

各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、フランス語で発表をし、解説する。ゼミは主にフランス語で行われ、学生は極

力フランス語のみで話すこととするため、強いモチベーションは欠かせないものである。  

 

Students will read, present, and comment in French about news, articles found on media websites. In general, the seminar will be 

held in French. Strong motivation is essential for students to speak only in French.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１   

2. 発表１・発表２・分析・資料 2 

3. 発表 3・発表 4・分析・資料 3 

4. 発表 5・発表 6・分析・資料 4 

5. 発表 7・発表 8・分析・資料 5 

6. 発表 9・発表 10・分析・資料 6 

7. 発表 11・発表 12・分析・資料 7 

8. 発表 13・発表 14・分析・資料 8 

9. 発表 15・発表 16・分析・資料 9 

10. 発表 17・発表 18・分析・資料 10 

11. 発表 19・発表 20・分析・資料 11 

12. 発表 21・発表 22・分析・資料 12 

13. 発表 23・発表 24・分析・資料 13 

14. 発表 25・発表 26・分析・資料 14・ゼミのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。授業では、フランス語の積極的な使用を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Le Nouvel Observateur, L’Expressなどフランスの有力日刊紙や月刊誌から抜粋した記事等

のプリントを配布。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ９ 

(Seminars D9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実存主義と現代文化・文学 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アルベール・カミュの小説カミュ『異邦人』と『ペスト』（新潮文庫）を出発点として、現代思想の問題について考える。 

 

Students will learn the French thinking style and think about actual problems by reading of Albert Camus's novels: "L'Etranger" 

and "La Peste". 

 

授業の内容（Course Contents） 

小説『異邦人』と『ペスト』は、我々が直面する不条理の世界について考察したものであり、現代社会にも通じる様々な問題を含ん

でいる。カミュの理論的考察を出発点として、フランスと日本の現代社会に関わる諸問題について考えることにしたい。 

導入の講義につづき、作品を少しずつ読んでいく。その際にグループに分かれて、内容に関しての討議を行い、最終的には発表

を行う。 

 

Through various subjects found in Camus's novels "L'Etranger" and "La Peste", students will think about actual problems. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カミュ 導入授業 １ 

2. カミュ 導入授業 ２ 

3. 『異邦人』読後感想 

4. 『異邦人』精読１ 

5. 『異邦人』精読２ 

6. 『異邦人』精読３ 

7. 中間のまとめ 

8. 『ペスト』読後感想 

9. 『ペスト』精読１ 

10. 『ペスト』精読２ 

11. 『ペスト』精読３ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. 最終総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は、必ず事前にテキストを読んだ上で授業に臨むこと。また、授業中には、積極的な参加をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アルベール・カミュ、『異邦人』、新潮文庫 

2. アルベール・カミュ、『ペスト』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１０ 

(Seminars D10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスの名言に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学のさまざまな有名なテクストの読解を通して、フランス的エスプリについて触れる。 

 

Students will learn French spirit by reading a variety of French literature's texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学・思想の有名なテクストを、フランス語と日本語で読むことによって、フランス語の特徴、世界観、現実と言葉の関係

について考察する。デカルト、パスカル、ラ・ロシュフーコー、ユゴーなどを取り上げる予定。 

導入の講義につづき、精読していく。その際にグループに分かれて、内容に関しての討議を行い、発表なども織り交ぜつつ、進行

していく。 

 

Students will study the French language's qualities, the relationship between reality and language, by reading texts of Descartes, 

Pascal, La Rochefoucauld, Victor Hugo, etc in French and Japanese. 

In addition to introductory lectures, multiple readings, and assignments, students will also create group presentations.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。授業の全体像など 

2. テキスト、読解・討議。 

3. テキスト、読解・討議。 

4. テキスト、読解・討議。 

5. テキスト、読解・討議。 

6. テキスト、読解・討議。 

7. 中間報告 

8. テキスト、読解・討議。 

9. テキスト、読解・討議。 

10. テキスト、読解・討議。 

11. テキスト、読解・討議。 

12. テキスト、読解・討議。 

13. 最終総括１ 

14. 最終総括２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の該当箇所を事前に読んだ上で、授業に臨むこと。また、受け身の姿勢ではなく積極的な参加が望まれる。授業中に必ず発

言することが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストを配布の予定 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS201／フランス語表現演習 １ 

(French Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏検 3 級から準 2 級に合格できる程度のフランス語運用能力を習得する。 

 

The  objective id this course is to acquire French language skills equivalent to grade 3 to grade pre-2 of Diplôme d’Aptitude 

Pratique au Français. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的にビデオを視聴するオンデマンド形式で行う。コンテンツは基本的には Blackboard経由で火曜日２限までに公開予定。 

 フランスの海外領土を題材にしたテクストを使用し、フランスの多様性を学ぶと同時に、文法事項の確認、語彙学習、仏作文、

聞き取りなどを行う。 

 毎回、教科書の練習問題などを課題として提出することを求める 

 

 The classes will be held on line (On demand). The videos will be uploaded on Rikkyo Blackboard on the day of the class. 

  Students will watch the videos by using the textbook on  French overseas territory and  review basic grammars, practice 

reading and writing as well as listening. The exercises must be submitted every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの海外領土に関するテクスト読解 

2. 関係代名詞と過去分詞の一致の復習および関連練習問題 

3. ニュースの聞き取り 

4. フランスの地域語に関するテクスト読解 

5. 中性代名詞 en と否定表現の復習および関連練習問題 

6. 会話の聞き取り 

7. 南太平洋の通貨に関するテクスト読解 

8. 単純未来・近接未来の復習および関連練習問題 

9. 会話の聞き取り 

10. ニューカレドニアに関するテクスト読解 

11. 接続法の復習および関連練習問題 

12. インタビューの聞き取り 

13. これまでの復習 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については、毎回授業ビデオで明確に伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業での課題(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

マルチヌ・カルトン・中尾和美 『海外領土から知るフランス』 三修社  

 

参考文献（Readings） 

1. 六鹿豊、2016、『これならわかるフランス語文法 入門から上級まで』、NHK出版 

2. M. Grevisse. 2011. Le bon usage. Duculot 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS202／フランス語表現演習 ２ 

(French Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読み・書き・聞き・話す総合的能力が要求される仏検準２級あるいは２級に合格する語学力を養う。 

 

Students will acquire language skills equivalent to grade pre-2 or grade 2 of Diplôme d’Aptitude Pratique au Français, which 

requires comprehensive capabilities in reading, writing, listening, and speaking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法知識と語彙力を確実なものとすることを目指して、課題にとりくむ。随時、動詞活用や語彙のテスト、書き取りや聞き取りの演

習をおこなう。 

 

Students will immerse themselves in their tasks and aim to master grammatical knowledge and vocabulary skills. At any time, 

students may be given tests on verb conjugations and vocabulary, as well as seminars on writing and listening. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび仏検準２級対策演習１ 

2. 仏検準２級対策演習２、２級対策演習１ 

3. 仏検準２級対策演習３、２級対策演習２ 

4. 仏検準２級対策演習４、２級対策演習３ 

5. 仏検準２級対策演習５、２級対策演習４ 

6. 模擬テスト 

7. 仏検準２級対策演習６、２級対策演習５ 

8. 仏検準２級対策演習７、２級対策演習６ 

9. 仏検準２級対策演習８、２級対策演習７ 

10. 仏検準２級対策演習９、２級対策演習８ 

11. 仏検２級対策演習９ 

12. 仏検２級対策演習１０ 

13. 模擬面接および仏検２級対策演習１１ 

14. 仏検２級対策演習１２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する課題にとりくみ、文法の復習をおこなう。また、二次試験の面接問題にそなえて、表現演習（コミュニカシオン）

を並行履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(25%)/仏検の成績(25%)/模擬テスト(25%)/口頭試問(25%) 

授業参加度は、授業態度、課題への取り組み、小テストの結果を総合して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フランス語教育振興協会、2020、『仏検公式ガイドブック 2 級・準 2 級 2020 年度版』、フランス語教育振興協会 

2. フランス語教育振興協会、2020、『仏検公式ガイドブック セレクション 2 級』、駿河台出版 (ISBN:978-4-411-90296-2) 

3. フランス語教育振興協会、2020、『仏検公式ガイドブック セレクション 準 2 級』、駿河台出版 (ISBN:978-4-411-90297-9) 

仏検２級と準２級の練習問題や過去問題を配付するが、受験を予定している級の仏検公式ガイドブックを手元におく。授業には

毎回、１年生のときに使用した文法教科書および仏和辞書を持参のこと。<BR>【2021.7.19テキスト変更】『仏検公式ガイドブック 

2 級・準 2 級 2021 年度版』→2020 年度版 

 

参考文献（Readings） 

1. 福井芳男、1999、『ラルースやさしい仏仏辞典 NIVEAU1』、駿河台出版 (ISBN:978-4-411-02118-2) 

単語集を早目に手に入れて、夏休みから覚え始めるとよい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS203／フランス語表現演習 ３ 

(French Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 1 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読解力、ライティング能力（書き取り）を高め、語彙を増やし、フランスの生活習慣やフランス文化を習得すること。 

 

Students will improve their reading and writing skills while learning about French customs and culture.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週違う主題を取り扱う｡ 

文章を読み、その文章について質問に答え、話し合う。 

また、各学生によるフランス語での発表も実施する。（テーマは教師とともに決定する） 

時おり短いビデオを視聴しコメントを加える。 

 

Each week students will immerse themselves in different subjects. 

Students will read a text and answer a quiz, also make comments about this text. 

In addition, each student will make presentation in French. (Students will decide the subjects with their professor.) 

Occasionally students will watch short videos and comment on them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. Le territoire français 

3. Les différences régionales  

4. Les quatre saisons 

5. Dans la maison 

6. La maternelle, l'école primaire, le collège  

7. Le lycée et le baccalauréat 

8. L'université 

9. Les autres voies de l'enseignement supérieur  

10. La gastronomie 

11. Les Français et la politique  

12. Le travail 

13. Les vacances des Français  

14. Les religions des Français  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・スマホ、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Jean-Luc Azra. 2008. La société française. alma (ISBN:978-4-904147-00-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS204／フランス語表現演習 ４ 

(French Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 2 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の理解力と会話力を高めていくための授業です。 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えます。 

 

The goal of this class is to improve students’ comprehension and conversational skills in French. 

Students will also accumulate knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニュースなどの映像資料を見た後、フランス語でその内容を口頭で要約し、その話題について感想や意見を述べる練習をしま

す。 

 

Students will watch video materials such as news and summarize orally their contents in French. Students will practice 

narrating their impressions and opinions about these subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 映像資料１ 

3. 要約・説明 

4. 感想・意見 

5. 映像資料２ 

6. 要約・説明 

7. 感想・意見 

8. 映像資料３ 

9. 要約・説明 

10. 感想・意見 

11. 映像資料４ 

12. 要約・説明 

13. 感想・意見 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習・復習をして、次回の授業に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。（公欠・病欠を除き、４回以上の欠席で単位取得不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS208／フランス語表現演習 ８ 

(French Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 2 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'orale en français 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue; grammaire/ 

vocabulaire) Ils devront ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et 

distribués en classe.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

5. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion. 

6. Test 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

10. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

11. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

12. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

13. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

l'assiduité et la participation(50%)/des tests et des devoirs(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS209／フランス文学・文化演習 １ 

(Seminars in French Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 1 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀の文学作品について、フランス語原文を精読しながら考察する。すでに習得した文法・語彙の知識を整理しながら、総合

的な語学力を向上させる。 

 

This course considers 20th century literary works while carefully reading the original French text. Students will improve their 

overall language skills while organizing their grammar and vocabulary knowledge that they have already acquired. 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルグリット・ユルスナールの短篇集『東方綺譚』（1938 年刊）の巻頭を飾る幻想小説の傑作「老絵師の行方」を原文で精読する。

原題は"Comment Wang-Fô fut sauvé"「ワン・フォーはいかにして救われたか」。漢帝国を舞台にした老絵師と弟子の物語であ

る。古代中国の伝説に取材したといわれる作品だが、19 世紀フランスの画家小説の系譜と重なる部分もあり、色鮮やかな描写と

劇的な展開をはじめとして、読みどころには事欠かない。雑誌初出時のもの、単行本収録時のもの、子ども向けに作者自身がリ

ライトしたものという 3 つのバージョンがあるため、学生の関心に応じて比較し、ディテールの違いを論じあう機会も設けたい。 

 

Students will closely read in French "Comment Wang-Fô fut sauvé", the first short story in Marguerite Yourcenar's Nouvelles 

orientales (1938). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. 精読（１） 

3. 精読（２） 

4. 精読（３） 

5. 精読（４） 

6. 精読（５） 

7. 精読（６） 

8. 精読（７） 

9. 精読（８） 

10. 精読（９） 

11. 精読（１０） 

12. 精読（１１） 

13. 精読（１２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された箇所を、辞書をひきながら丁寧に予習すること。単語の意味を調べるだけでなく、文体上の工夫も意識しながら訳文を

つくってみることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度・提出物など(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー（または PDF ファイル）を配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. マルグリット・ユルスナール作・多田智満子訳、1984、『東方綺譚』、白水社Ｕブックス (ISBN:978-4560070697) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1409 - 

■AS210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS210／フランス文学・文化演習 ２ 

(Seminars in French Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 2 

担当者名 

（Instructor） 
淵田 仁(FUCHIDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀の小説を読みながらフランス語読解力の向上を目指す。初級文法の確認と中級文法の学習を同時に行いながら、文学

作品を読む上で必要な語彙・表現を増やしていく。あわせて 18世紀フランス文学史の概略を理解する。  

 

Students will improve their French reading and comprehending skills by reading fictions in original language. Students will learn 

intermediate grammars while checking beginner grammars. At the same time, students will increase essential vocabularies and 

expressions to allow them to read literature works. Combined, students will learn summary of 18th century French history of 

literature.  

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』の手紙を原文で読んでいく。演習の授業なので、受講者にあてて答えてもらう形で進めていく

が、担当者をあらかじめ決めておくことはしない。全員がテクストのフランス語を事前に読み、考えてくることが、最低限の前提とな

る。一回でおおよそ一つの書簡を読む。適宜、テクストの内容に関するディスカッションも行う。 

 

Students will read Persian Letters (Montesquieu) in original language. The class will be in seminar format. Students will be 

selected during the class to answer questions. Students will not be pre-selected for tasks. At the minimum, everyone must read 

and think about the French texts before class. In each class, we will read one letter in Persian Letters, and discuss about the 

interpretation of texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ： モンテスキューとは誰か？ 

2. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』１ 

3. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』２ 

4. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』３ 

5. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』４ 

6. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』５ 

7. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』６ 

8. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』７ 

9. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』８ 

10. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』９ 

11. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』１０ 

12. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』1１ 

13. モンテスキュー『ペルシャ人の手紙』1２ 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前のテクスト予習が不可欠となります。予習していない状態での授業参加は意味がありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/和訳・語彙・文法事項についての予習等(30%)/分析に関する議論への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストはこちらで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. モンテスキュー、2020、『ペルシア人の手紙』、講談社 (ISBN:4065193419) 

講義内で適宜示す 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS211／フランス文学・文化演習 ３ 

(Seminars in French Literature and Culture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー1 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれたエッセーを精読する。フランス語で書かれた文章を深く理解して、日本語に翻訳する技術を習得する。翻訳

とは不可能な試みであるが、その不可能性と闘いながら、乗り越える努力をする。そして、フランス文学におけるエッセーの重要

性を理解する。 

 

We read essays written in French. To deeply understand sentences written in French and acquire the skills to translate them 

into Japanese. Translation is an impossible attempt, but we strive to overcome it while fighting it.  And we understand the 

importance of essays in French literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

短いエッセーや抜粋をフランス語で精読する。複数の作家が執筆した文章を講読して、多様な文章に触れる。それらの文章をど

のように日本語に翻訳するかを検討する。授業では、ランダムに指名して、音読と和訳をしていただく。その後で、教師が解説をし

ながら和訳を行う。取り上げる作家は、ロラン・バルト、ジョルジュ・ディディ=ユベルマン、マルグリット・デュラスなどを予定してい

る。できるだけ多くの作家を取り上げたい。 

 

We read short essays and excerpts in French. We read various texts written by multiple writers. We consider how to translate 

those sentences into Japanese. In the class, you will be asked to read aloud and translate in Japanese at random. After that, 

the teacher translates into Japanese while explaining.The authors will feature Roland Barthes, Georges Didi-Huberman and 

Marguerite Duras.  I want to take as many writers as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の説明 

2. 講読 

3. 講読 

4. 講読 

5. 講読 

6. 講読 

7. 講読 

8. 講読 

9. 講読 

10. 講読 

11. 講読 

12. 講読 

13. 講読 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、辞書を引きながらテクストを読んでください。それから、日本語で翻訳文を作成してください。さらに、復習として、自分

の訳文をもう一度再検討して、より良い訳文の作成を試みてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中の発表と参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS212／フランス文学・文化演習 ４ 

(Seminars in French Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー2 

担当者名 

（Instructor） 
高木 麻紀子(TAKAGI MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この講義では、フランスの美術史家ダニエル・アラス（Daniel ARASSE, 1944-2003）による Histoires de Peintures（2004）の購読

を通じて、フランス語で書かれた文章の読解力を深めるとともに、ヨーロッパの絵画芸術に対する基礎知識を得ることを目標とし

ます。 

 

In this course, we will closely read 《Histoires de Peintures》 (2004) by French art historian Daniel ARASSE (1944-2003). 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、フランスの美術史家ダニエル・アラス（Daniel ARASSE, 1944-2003）による Histoires de Peintures（2004）を精読

します。本書では、日本でもよくしられているレオナルド・ダ・ヴィンチやフェルメールから、20 世紀に至るまでのヨーロッパ絵画の

歴史が扱われています。 

 毎週の講義では、担当者の人に、①担当箇所の試訳と、②担当箇所で取り上げられる絵画作品に関する基本情報を発表して

もらいます。それをもとにして、あらためて全員で絵画を観察しながら内容に対する理解を深めていきたいと思います。 

 

In this course, we will closely read 《Histoires de Peintures》 (2004) by French art historian Daniel ARASSE (1944-2003). This 

book covers the history of European painting from Leonardo da Vinci and Vermeer, who are well known in Japan, to the 20th 

century.  

 Students will present a Japanese translation of the text and some basic information about the paintings discussed in the text. 

On this basis, we will all look at the paintings again to deepen our understanding of the content. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス／担当者決め／イントロダクション――ヨーロッパ絵画史概観 

2. 購読 1 

3. 購読 2 

4. 購読 3 

5. 購読 4 

6. 購読 5 

7. 購読 6 

8. 購読 7 

9. 購読 8 

10. 購読 9 

11. 購読 10 

12. 購読 11 

13. 購読 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回講義日に担当者を決めるので必ず出席してください。担当者は、①テキストの試訳、②テキストで扱われる絵画作品に対す

る基本情報、の２つを準備し、当日発表してください。 

 参考文献は、いずれも西洋美術史を概観するのにおすすめのものですので、試訳を作る際に適宜参照してください。担当者以

外のひとも講義内でコメントしてもらいますので、試訳を準備しましょう。 

 その他、授業中に、お勧めの都内近郊で開催中の展覧会情報や美術館情報をお伝えするので、可能ならば足を運び、自分自

身の目で本物の芸術を味わうきっかけとしてください（立教大学の学生は、学生証の提示で、東京国立近代美術館、京都国立近

美術館、国立西洋美術館、国立新美術館、国立国際美術館の常設展示を無料で、特別展を割引価格で鑑賞することができま

す）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/担当時の準備と発表内容(40%)/毎講義への貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

Ｇｏｏｇｌｅクラスルームを利用し、授業で用いるテキストや資料をＰＤＦでアップする予定です。各自で印刷（白黒で OK）し、講義に

持参するとともに予習復習に役立てて下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. エルンスト・H・ゴンブリッチ著、2019、『美術の物語』、河出書房新社 

2. 小佐野重利他、2016-2017、『西洋美術の歴史』全 8 巻、中央公論新社 

3. 千足伸行監修、1999、『新西洋美術史』、西村書店 

4. 高階秀爾編集、1997、『西洋美術史ハンドブック (ハンドブック・シリーズ)』、新書館 

その他の専門的文献については授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義には必ず辞書（アプリでも電子辞書でもＯＫ）を持参しましょう。現時点では、講義は対面をメインで行う予定ですが、状況に

応じてオンライとなる場合もあります。オンラインの場合は zoomを用いる予定です。Ｇｏｏｇｌｅクラスルームを通じて随時情報や資

料をアップしていきます。 

 

【注意事項(Notice)】 

オンラインの際には、たくさんの絵画作品をみることになるので、画面が大きめのタブレット、スマートフォン、PC 等（いずれも音声

の聞き取りが可能なもの）の利用を推奨します。使用する美術作品の著作権の関係から講義コンテンツの無断撮影・無断転載・

無断使用を固く禁じます 

 

注意事項（Notice） 
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■AS213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS213／フランス文学・文化演習 ５ 

(Seminars in French Literature and Culture 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 昌文(OGURO MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な時事問題を扱ったテキストを購読することで、時事フランス語の読解力を身につける。 

 

Students will read texts describing wide variety of current cultural and social issues in French to acquire reading and 

comprehension skills in modern French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語で書かれたテキストの日本語訳をおこなう。必要に応じて文法事項の復習・確認をするとともに、文化・社会・政治とい

った多様なテーマについての関心を広げてゆく。 

 

Students will use textbooks to translate texts describing the latest cultural and social issues from French into Japanese. 

Students will check for important grammars while reading and comprehending these texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業方針の確認 

2. 第１課：名前と姓 

3. 第２課：ジャック・シラク 

4. 第３課：黄色いヴェスト運動 

5. 第４課：気候変動 

6. 第５課：電動キックスケーター 

7. 第６課：アンヌ・イダルゴ 

8. 第７課：L214 

9. 第８課：本物のカマンベール 

10. 第９課：睡眠不足 

11. 第１０課：ケンゾー 

12. 第１１課：コロナウィルス 

13. 第１２課：学校での携帯電話禁止 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを丁寧に読み、わからない表現や単語はすべて辞書で調べて日本語訳を作ってから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石井洋二郎、ミシェル・サガズ、2021、『時事フランス語 2021年度版』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-35322-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS214／フランス文学・文化演習 ６ 

(Seminars in French Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年に書かれたメディア記事を読み、語彙の拡充にも目を配りながら、総合的な読解力の向上をはかっていく。文法知識を実際

に応用することで自分のものとし、この種のテキストを興味に応じて情報や考察の材料とするための足がかりとしてほしい。 

 

Through reading media articles written in recent years, students will enhance their vocabulary and improve their overall reading 

skills. Such practical application of their grammatical knowledge may help them to read similar texts, in the future, on their own 

initiative and according to their interests for further information or analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語のニュース・メディアに掲載された時事的な記事（やインタビュー、評論）を読んでいく。社会・文化・歴史・政治・経済な

ど幅広い分野をあつかう。最初は短信ニュースから始め、最後は長めの記事へといたる。「和訳を介して理解すること」よりもむし

ろ「そのまま原語で読むこと」を主眼としたい。授業時にはランダムに指名し、解釈について問う。 

 

Students will read articles (including interviews or essays) on current affairs published in French language news media. Various 

topics will be covered : society, culture, history, politics or economy. Sessions will start with press dispatches, and finish with 

longer articles. Focus will be on "reading directly in French" rather than "understanding via Japanese translation". Any student 

is supposed to be ready to explain his/her interpretation in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講読 1（短信ニュース） 

2. 講読 2（短信ニュース） 

3. 講読 3 

4. 講読 4 

5. 講読 5 

6. 講読 6 

7. 講読 7 

8. 講読 8 

9. 講読 9 

10. 講読 10（長めの記事） 

11. 講読 11（長めの記事） 

12. 講読 12（長めの記事） 

13. 講読 13（長めの記事） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキスト（および場合によりサポート教材）を配布するので、あらかじめ可能なかぎりで読解を試みたうえで授業に臨みまし

ょう（語義が多岐にわたる単語には注意、特に電子辞書使用の場合には）。進度は毎回 1.5〜2 ページ程度の見込み。予習時に

は、何がわからなかったか（構文か、語義の選択か、比喩の解釈か、等々）の明確化が重要。復習時には、読み違えた点を振り

返るとよいでしょう（成句を見抜けなかった、背景知識がなかった、等々）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率および準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

読む力を本当に身につけるには、説明を聞く前に自力で挑む体験の積み重ね、つまり予習が不可欠です。 

 

テキスト（Textbooks） 

その他：プリント（またはファイル）を配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に「立教時間」を用い、「Blackboard」の掲示板とアンケートも併用します。学期開始の少し前から随時チェックしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS215／フランス文学・文化演習 ７ 

(Seminars in French Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス古典喜劇作家モリエールの作品を精読し、17 世紀の劇作品を知ると同時に、劇作家が浮き彫りにした時代背景を理解す

る。また、我々が生きている現代との相違点を常に意識し、考察する能力を養う。 

 

Students will carefully read the works of classic French comedy playwright Molière. They will familiarize themselves with the 

17th century theatre plays and their historical background, as depicted by the playwrights. In addition, students will apprehend 

and analyze the differences between those times and the present. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モリエール『町人貴族』を精読する。 

随時資料映像を紹介するので、読むだけでなく、視覚的側面から、モリエール作品を体感していく。『町人貴族』執筆・上演時のフ

ランスの社会を感じながら、作品を理解する。 

授業は受講者に訳してもらいながら進めていくので、予習を怠らないこと。 

 

Students will carefully read Le Bourgeois gentilhomme by Molière. 

Video materials will be shown to students from time to time, so they would be able to enjoy visual experience of Molière’s 

works. Students would thus understand Le Bourgeois gentilhomme while comprehending the French society at the time when 

the play was written and performed. 

During the class, students will have to translate some excerpts from the play, so advance preparation is essential. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：喜劇の定義、モリエールの生涯、『町人貴族』執筆・上演時の時代背景 

2. テクスト精読（１） 

3. テクスト精読（２） 

4. テクスト精読（３） 

5. テクスト精読（４） 

6. テクスト精読（５） 

7. テクスト精読（６） 

映像（１） 

8. テクスト精読（７） 

9. テクスト精読（８） 

10. テクスト精読（９） 

11. テクスト精読（１０） 

12. テクスト精読（１１） 

13. テクスト精読（１２） 

映像（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で進むであろう範囲の予習をしておくこと。 

訳の準備の仕方、発表、提出の仕方は初回の時に説明をするので、それらを遵守すること。 

グループワークの際は授業内外での連携も必要になるので各々自分の責任を持つこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度および出席(30%)/授業参加（訳読発表・リアクションペーパー含む）(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

この授業の参加姿勢に関する約束事は授業初回の時に説明します。それを守らない場合は出席点を喪失する可能性もありま

す。 
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テキスト（Textbooks） 

1. Molière. 2018.  Le Bourgeois gentilhomme . Hachette (ISBN:9782013949750) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態について： 

この講義は、発表・発音練習を伴います。 

基本対面授業となっていますが、今後の Covid-19 の感染状況、受講生の人数によっては、オンライン授業を併用することも想定

しています。できるかぎり対面授業を体感できるような授業体制をとるつもりですが、あらかじめご理解の程お願いいたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS216／フランス文学・文化演習 ８ 

(Seminars in French Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス（ヨーロッパ）で最も有名な美術館に所蔵されている、日本でもよく知られている（主に）近代絵画についての文章を読む。

オルセー美術館、ルーヴル美術館、ピカソ美術館等の公式サイトにのっている実際の紹介文、つまり最も基礎的かつ簡潔な解説

文（フランス語）を、紹介画像（もしくは解説動画）を参照しつつ、読んでいく。さらにその絵画作品をめぐる（少し高度な）美術批評

を日本語で読んでいく。 

 

Students will read texts about modern paintings kept in the most famous museum in France. These paintings are well-known 

even in Japan. Students will read introduction texts found on official websites of Musée d'Orsay, Louvre, Centre Pompidou, and 

Musée Picasso. In other words, students will read the most basic and simple explanatory texts. At the same time, students will 

refer to introductory images (or explanatory videos). 

 

授業の内容（Course Contents） 

取りあげる予定の画家（作品）は、マネ、モネ、ゴッホ、ピカソ、ダヴィッド、アングルといった有名な画家（写真家）ばかりで、フラン

ス絵画史をたどることになる。ただし、表面的な（一見軽薄な？）この目的に、もうひとつの隠された目的（複数の主題）があること

が次第に明らかになるはずである。 

 

Students will follow French art history. They will learn about famous artists (photographers) such as Monet, Manet, Gogh, 

Picasso, David, Ingres. Although it may seem superficial (light-hearted at first sight?) there is a hidden purpose (multiple 

subjects). As time goes on the purpose will become clear. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品検討① 

3. 作品検討② 

4. 作品検討③ 

5. 作品検討④ 

6. 作品検討⑤ 

7. 作品検討⑥ 

8. 作品検討⑦ 

9. 作品検討⑧ 

10. ある主題にもとづく分析の試み① 

11. ある主題にもとづく分析の試み② 

12. ある主題にもとづく分析の試み③ 

13. ある主題にもとづく分析の試み④ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

要するに、前半は指定された画家について検討し、そののち、自分（グループ？）でひとつの作品、あるいはひとつの主題を選

び、その歴史的背景や画家の全体像について報告することになるが、それに応じた準備が必要となる。具体的な内容については

初回授業で指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題(30%)/出席および授業参加度(20%)/作品分析(30%)/報告(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

購入が望ましい書物については初回授業で指示。 

 

参考文献（Readings） 
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購入が望ましい書物、図書館で読んでおくべき書物については初回授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS217／フランス文学・文化演習９ 

(Seminars in French Literature and Culture 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション３ 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文学テクストを精読する。 

 

We will peruse the French literary texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シャルル・ペローPerraultの『昔話 Contes』（1697）を原文で読む。『赤頭巾』や『眠れる森の美女』など話は誰でも知っていると思

うが、元々十七世紀のテクストであり、難しい活用や古風な言い回しも多く、きちんと読むのは決して容易ではない。毎回小テスト

をするなどして、語学力の向上を図るつもりなので、受講者はそれなりの覚悟をもって臨むこと。 

 

We will read Charles Perrault's "Fairy Tales" (1697) in its original text. Everyone knows stories such as "Little Red Riding 

Hood" and "Sleeping Beauty", but it is originally a text of the 17th century, and there are many difficult conjugations and old-

fashioned phrases, so it is not easy to read properly. We plan to improve our language skills by taking quizzes every time, so 

students should be prepared to do so. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訳読１ 

3. 訳読２ 

4. 訳読３ 

5. 訳読４ 

6. 訳読５ 

7. 訳読６ 

8. 訳読７ 

9. 訳読８ 

10. 訳読９ 

11. 訳読１０ 

12. 訳読１１ 

13. 訳読１２ 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までにペローの『童話』は必ず一度は翻訳で読んでおくように。その上で、動詞の活用を単純過去まで含めて、完璧にマ

スターしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加 30％(30%)/授業時のプレゼンテーション(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 工藤庸子、2013、『いま読むペロー「昔話」』、羽鳥書店 (ISBN:978-4-904702-42-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS218／フランス文学・文化演習１０ 

(Seminars in French Literature and Culture 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ボーヴォワールなど女性学の名著を読む 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ボーヴォワールを初めとする女性学の重要文献をフランス語で読み、理論の概要を理解する 

 

Read the important works of feminism (Beauvoir etc.) and comprehend the theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」で有名なボーヴォワールの『第二の性』« Le deuxième sexe » をフランス語で精

読し、ジェンダーや構築主義などの理論に親しむ。同書は理論ばかりでなくて、文学や著者の実体験を通して思春期の娘の心理

などを巧みに分析している点にも注目したい。補足的にマノン・ガルシアの『生まれつき服従する女はいない』、ピエール・ブルデ

ューの『男性支配』、フランソワーズ・エリチエ『男性的なもの／女性的なもの』なども読みたい。授業の進度に応じて内容の調整を

行う。 

 

In this class, we will read in French « Le deuxième sexe » of Simone de Beauvoir, who declared “On ne naît pas femme: on le 

devient.”, and understand her theory such as “gender” and “social constructionism”. This work also describes concretely the 

psychology of adolescent women. We will read additionally other feminism works like « On ne naît pas soumise, on le devient » 

of Manon Garcia and « La Domination masculine » of Pierre Bourdieu. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 女性学概説 

2. ボーヴォワール概説 

3. ガルシア、ブルデュー概説 

4. 講読 1 

5. 講読 2 

6. 講読 3 

7. 講読 4 

8. 講読 5 

9. 講読 6 

10. 講読 7 

11. 講読 8 

12. 講読 9 

13. 講読 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読形式の授業のため、毎回事前の予習が必要 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加度(50%)/提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Beauvoir. 1949. Le deuxième sexe I,II. Gallimard (ISBN:207032351X) 

講読箇所についてはプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 
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学科・専修にかかわらず、女性学に関心があって原文を読む意欲のある学生の受講を歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS225／フランス語表現演習 ５ 

(French Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 3 

担当者名 

（Instructor） 
アラン＝ブルネ(HARANG-BRUNET P.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業ではフランス人との交流を想定し、以下のことをめざします。 

フランス語の文を正確な発音で、リズムよく読めるようになること。 

授業で紹介される基本文をすべて覚えること。 

授業で紹介された基本文を発展させ、自分の考え•思いをフランス語で表現できるようになること。 

 

In this lesson, we will aim to interact with French people and aim to: 

To be able to read French sentences with correct pronunciation and rhythm. 

Learn all the basic sentences introduced in class. 

To develop the basic sentence introduced in the class so that you can express your thoughts in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

二人で会話をすること。 

発表の準備もあります。 

 

Students will have a conversation in pairs. They must prepare for presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentations 

2. Qui suis-je ? 

3. Qui suis-je ? (2) 

4. Qu'est-ce que la francophonie ? 

5. Dans une boutique de vêtements  

6. Dans une boutique de vêtements (2) 

7. Comment interviewer une star ? 

8. Comment interviewer une star ? (2) 

9. Vous préférez la ville ou la campagne ?  

10. Vous préférez la ville ou la campagne ? (2) 

11. En général, qu'est-ce que vous faites le weekend ? 

12. En général, qu'est-ce que vous faites le weekend ? (2) 

13. C'était comment, ce film ? 

14. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances ? 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生は授業で見た語彙を覚えなければなりません。 

発表の準備もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加と発表（複数回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能であれば、学期に 3 回対面授業を行いたいと思います。 
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注意事項（Notice） 
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■AS226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS226／フランス語表現演習 ６ 

(French Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 4 

担当者名 

（Instructor） 
アラン＝ブルネ(HARANG-BRUNET P.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業ではフランス人との交流を想定し、以下のことをめざします。 

フランス語の文を正確な発音で、リズムよく読めるようになること。 

授業で紹介される基本文をすべて覚えること。 

授業で紹介された基本文を発展させ、自分の考え•思いをフランス語で表現できるようになること。 

 

In this lesson, we will aim to interact with French people and aim to: 

To be able to read French sentences with correct pronunciation and rhythm. 

Learn all the basic sentences introduced in class. 

To develop the basic sentence introduced in the class so that you can express your thoughts in French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

二人で会話をすること。 

みんなの前で発表すること。 

 

Students will have a conversation in pairs. They must prepare for presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Présentations 

2. La fête de la gastronomie 

3. Ecoute d'un dialogue-type 

(Compréhension orale) 

4. Lecture d'un dialogue-type 

(Prononciation ) 

5. Ecriture et présentation d'un dialogue-type 

6. La Toussaint / Halloween en France 

7. Culture  

Ce que les Français connaissent du Japon 

8. Culture （2） 

Présenter un élément typique de la culture japonaise en français 

9. Etude d'un document audiovisuel 

10. Etude d'un document audiovisuel (2） 

11. Spécial Noël  (présentation des festivités, chants...) 

12. Spécial Noël (2） 

Rédiger une carte de vœux en français 

13. Récit au passé  

“Mes vacances d'hiver” 

14. Récit au passé （2） 

“Mes vacances d'hiver” (suite) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生は授業で見た語彙を覚えなければなりません。 

発表の準備もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加と発表（複数回）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントを配ります。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

可能であれば、学期に 3 回対面授業を行いたいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS227／フランス語表現演習 ７ 

(French Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 1 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文章力向上を図る授業です。作文練習を通じて、フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えま

す。 

 

The goal of this class is to improve students’ writing skills in French. By composing essays, students will also accumulate 

knowledge about culture, history, and current issues in French speaking areas. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する資料に基づいて、様々なテーマについて作文の練習をします。テーマは最初

のオリエンテーションの時に履修者と相談の上決定します。 

 

Students will use materials about culture, history, and current issues in French speaking areas to write essays on various 

subjects. These subjects will be decided after discussion with students during the initial orientation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文章１（音読・質疑応答） 

3. 作文１（コメント） 

4. 文章２（音読・質疑応答） 

5. 作文２（コメント） 

6. 文章３（音読・質疑応答） 

7. 作文３（コメント） 

8. 文章４（音読・質疑応答） 

9. 作文４（コメント） 

10. 文章５（音読・質疑応答） 

11. 作文５（コメント） 

12. 文章６（音読・質疑応答） 

13. 作文６（コメント） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布された文章の意味調べをし、作文をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

単位欲しくば欠席する勿れ。（公欠・病欠を除き、４回以上の欠席で単位取得不可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS229／フランス語表現演習 ９ 

(French Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 1 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'oral en français  

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et 

distribués en classe.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

5. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

6. Test  

7. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

8. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion. 

9. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

10. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion. 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Grammaire/ Vocabulaire. Présentation orale. Discussion.  

12. Test 

13. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

14. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation)  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

l'assiduité et la participation(50%)/des tests et des devoirs(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS230／フランス語表現演習 １０ 

(French Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 2 

担当者名 

（Instructor） 
バレイユ，Ｌ．(BAREILLE LAURENT) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話をしながら、語彙やコミュニケーションパターンを増やすこと。聴解を改善させること。研究発表の仕方の基礎を身に着けるこ

と。   

 

Students will communicate in French and increase their vocabularies and communication patterns. Students will improve their 

listening and comprehending skills. Students will learn basics of research presentation.   

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業は以下の４つの段階で行われる。 

１．教師の質疑にクラスの前で応答（会話の練習）する（例えば、「最近、何をしましたか」「最近読んでいるものは何ですか」「最近

見た映画を紹介してください」など） 

２．学生による発表（テーマは教師とともに決定する） 

３．練習（特に読解力や聴解） 

４．教師によるプリントのコメントとフランス語圏の国々の社会の説明 

 

Each class will be divided into the following 4 stages. 

1. Students will answer professor’s question in front of the class (conversational practice) (for example: What have you done 

recently? What did you read recently? What films did you watch recently?) 

2. Presentations by students (subjects will be decided together with professor) 

3. Practice (particularly reading and comprehending) 

4. Professor will provide comments for printed materials and explain about societies in various French speaking countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介・発表方法の説明、 

資料１・追加テーマ１ 

2. 資料２・追加テーマ２ 

3. 資料３・追加テーマ３ 

4. 資料４・追加テーマ４ 

5. 資料５・追加テーマ５ 

6. 資料６・追加テーマ６ 

7. 資料７・追加テーマ７ 

8. ・資料 8・追加テーマ８ 

9. 資料 9・追加テーマ９ 

10. 資料 10・追加テーマ 10 

11. 資料 11・追加テーマ 11 

12. 資料 12・追加テーマ 12 

13. 資料 13・追加テーマ 13 

14. 知識の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 
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テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. AZRA, Jean-Luc. 2012. Les Japonais sont-ils différents ?. Connaissances et Savoirs (ISBN:978-2753902015) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら可能な範囲で対面授業に移ります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS302／文学講義 ２０２ 

(Lectures on Literature 202) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス思想 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

11 世紀フランス『聖アレクシス伝』に見る家族像 

 

Lecture on the oldest French hagiography « La vie de Saint Alexis » 

 

授業の内容（Course Contents） 

最古のフランス文学作品のひとつ、11 世紀フランスで成立した『聖アレクシス伝』は、ローマの裕福な家の若者が突然すべてを捨

てて神に帰依する話で、世界各地で語り継がれた。日本にも早くも 16 世紀に『サント・アレイショ・コンヘソルの御作業』として伝わ

っている。若者がなぜ家出したのか、家族はそれをどう受け止めたのかを考え、中世の家族観を社会的に見てゆく。 

基本は和訳を使用するが、中世の写本や挿絵なども参照し、当時の写本文化についても考える。 

授業の進度によって講義内容の順番等が一部変わる場合がある。 

また、毎回 Blackboardでリアクションペーパーの提出を求め、それも評価の対象とする。 

 

« La vie de Saint Alexis », one of the oldest lives of the saints of the 11th century, describes the life of a young rich man who 

abandoned all to serve God. Using a Japanese translation and medieval manuscripts, we will analyze the notion of « family » and 

understand the medieval culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世フランス概説 

2. フランス文学史概説 

3. 16 世紀日本に伝わった『アレクシス伝』：『サント・アレイショ・コンヘソルの御作業』 

4. 作品講読 

5. 作品講読 

6. 作品講読 

7. 作品講読 

8. 中世ヨーロッパの写本と書写 

9. 主人公アレクシスについて 

10. 婚約者について～中世の女性像～ 

11. アレクシスの両親について～中世の家父長制社会～ 

12. その他の登場人物について 

13. 家出・出家・放浪、その意味 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示に従ってテキストを読んだり調べたりすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度・リアクションペーパー等(30%)/課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 新倉俊一他、1990、『フランス中世文学集 1』、白水社 (ISBN:456004600X) 

2. 松原秀一、2001、『異教としてのキリスト教』、平凡社ライブラリー (ISBN:4582764169) 

3. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

フランス語力は不要。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS304／文学講義 ２０４ 

(Lectures on Literature 204) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近代社会 

担当者名 

（Instructor） 
淵田 仁 (FUCHIDA MASASHI ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１８世紀フランス文学を読みながら、文学という学問の広がりを理解し、テクストを読み、それについて書く技術を身につける。  

 

While reading French literature in the 18th century, students will understand the breadth of the study of literature, read texts, 

and acquire skills to write about them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、１８世紀フランスを対象として、その時代に書かれた文芸作品を読む。近代の誕生と言われる１８世紀フランスでは

同時代の文学が何を問題としたのかを検討する。 

本講義は文学という学そのものについて考える機会でもある。現代文のテストでよくある「下線部を読んで著者の気持ちを説明せ

よ」という問いに不信感を抱いていた学生を歓迎する。テクストを読むとはどういうことか、について講義全体を通じて考えていき

たい。 

 受講者には授業準備として作品を読んでおくことが求められる。よって、毎回の予習が必要不可欠である。 

 

In this course, we will read literary works written during 18th-century France. We will examine the problems that were taken up 

by contemporary literature in 18th-century France, which is said to be the birth of modernity. 

This course will also be an opportunity for students to think about literature itself. We welcome students who distrust the 

question "Read the underlined part and explain the author's feelings," which is a common question in contemporary writing 

exams. Through the whole course, I would like to think about what it means to read texts. 

Students will be required to read the works in preparation for the classes. Therefore, advance study is essential for each class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文学史におけるフランス 18 世紀 

3. 文学をどう読んでいたか 

4. ルソーを読む１ 

5. ルソーを読む２ 

6. ルソーを読む３ 

7. ディドロを読む１ 

8. ディドロを読む２ 

9. ディドロを読む３ 

10. 『百科全書』における文学の位置付け１ 

11. 『百科全書』における文学の位置付け２ 

12. 『百科全書』における文学の位置付け３ 

13. 全体の振り返り 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテクストを事前に読むことが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーおよび議論への参加(35%)/小テスト(35%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配付する 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については講義内で適宜指示する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS306／文学講義 ２０６ 

(Lectures on Literature 206) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 2 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自己の探求」と「他者の追求」という観点から、世紀末から二十世紀後半にかけてフランス語で書かれた小説（的作品）を熟読

し、フランス的な人間観の特性を学ぶ。それは「イメージ」の問題へと展開する。 

 

From the perspective of "inquiry of oneself" and "pursuit of others," we carefully read novels (works) written in French from 

the end of the century to the latter half of the twentieth century, and learn the characteristics of the french view of humanity, 

which develop into the problem of "image". 

 

授業の内容（Course Contents） 

小説のジャンル的特徴について、歴史的観点から概説した後、事例の作品について興味深い点を考察する。そして典型的な小

説と独自の思考が形式的な工夫を伴っている作品とを比較する。 

 

After outlining the characteristics of the novel from a historical point of view, we will consider some interesting points of the 

example works. And we compare the typical novels with the works in which remarkable thoughts are accompanied by specific 

forms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 小説の基本的特性 

2. 小説が発展した「近代社会」の特徴 

3. 映画版『肉体の悪魔』鑑賞 

4. 典型１ ラディゲ『肉体の悪魔』 １ 

5. 典型１ ラディゲ『肉体の悪魔』 ２ 

6. 自己探求１ モーパッサン『オルラ』 

7. 他者追求１ ボーヴ『ぼくのともだち』 

8. 自己探求２ サルトル『嘔吐』  

9. 他者追求２ ブルトン『ナジャ』 

10. 自己探求３ バルト『ロラン・バルトによるロラン・バルト』 

11. 他者追求３ デュラス『愛人（ラマン）』 

12. 自己と他者の思考がどうして「イメージ」になるのか 

13. 典型２ クンデラ『存在の耐えられない軽さ』 

14. 最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランスの歴史、社会、文学にかんする予備知識は特に求めない。なくとも受講できるよう講義する。しかし、講義で扱われる作

品は原則として必ず通読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/講義に対するコメント提出（各回）(40%) 

講義に対するコメントが、明らかに講義を受けずに書かれたものと判断できる場合は、提出なしとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ラディゲ、2008、『肉体の悪魔』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334751487) 

2. モーパッサン、2020、『オルラ／オリーヴ園』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4334754310) 

3. ボーヴ、2013、『ぼくのともだち』、白水社Ｕブックス (ISBN:978-4560071847) 

4. ブルトン、2003、『ナジャ』、岩波文庫 (ISBN:978-4003259023) 

5. デュラス、1992、『愛人』、河出文庫 (ISBN:978-4309460925) 

すべて文庫本なのでなるべく購入して読んでほしい。１、３、５は電子版あり。 
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参考文献（Readings） 

1. サルトル、2010、『嘔吐（新訳）』、人文書院 (ISBN:978-4409130315) 

2. バルト、2018、『ロラン・バルトによるロラン・バルト』、みすず書房 (ISBN:978-4622086918) 

3. クンデラ、2008、『存在の耐えられない軽さ（新訳）』、河出書房新社 (ISBN:978-4309709437) 

4. 塚本昌則、2012、『フランス文学講義 言葉とイメージをめぐる 12 章』、中公新書 (ISBN:978-4121021489) 

こちらは比較的高額のため図書館で借りて読んでもいい。見つからない場合は講師と相談すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS307／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 文太(OZAKI BUNTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス以外の世界のフランス語圏に関わる文学について学ぶこととができる。特にカリブ海、北アフリカ、西アフリカ、インドシ

ナ、ケベックの五つの地域について、その歴史や文化、社会的背景と関連付けながらその文学の多様性を見ていく。 

 

Students taking this course can learn francophone literature.. We will take, as the subject of this course, five regions such as 

West Indies, Maghreb, West Africa, Indochina and Quebec and see the diversity in literatures of these regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

概論的講義と具体的なテクストの検証、および扱う文学に関連した映画作品を鑑賞する。 

 

We will give general lecture, analyze some writer's text and see some movies related to these writers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義案内 

2. カリブ海のフランス語圏文学概説 

3. ジョゼフ・ゾベル『黒人小屋通り』（『マルチニックの少年』）分析 

4. ネグリチュードからクレオールの思想へ 

5. 北アフリカ（マグレブ）のフランス語圏文学概説 

6. アルベール・カミュと植民地の問題、『最初の人間』の分析 

7. 新しいマグレブ文学 

8. 西アフリカのフランス語圏文学概説 

9. レオポール・セダル・サンゴールのネグリチュード 

10. センベーヌ・ウスマンの文学と映画、『母たちの村』の分析 

11. インドシナのフランス語圏文学概説 

12. マルグリット・デュラスのアジア 

13. ケベックのフランス語圏文学概説 

14. 越境するアイデンティティ、ダニー・ラフェリエール 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業内容の復習をするようにしてください。また授業内で 5回程度授業テーマに関するレポートを課します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内レポート(70%)/授業参加への積極性(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテクストは用いません。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献に関しては、授業内でテーマごとに指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS308／文学講義 ２０８ 

(Lectures on Literature 208) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス哲学 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの現代哲学における主要な著者の思想を概観することで、現代思想の考えに触れる。また、授業で扱ったテーマを出発

点として、自分なりに思考することを目指す 

 

This course aims to provide a historical overview of the principal concepts in modern French philosophy, taking up several 

specific works to introduce their content in detail.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，フランス哲学の重要な思想家をとりあげ，その思想の一部を紹介，検討する。その際，思想家の生の言葉に触れるように

抜粋を読み，時代背景などもからめて解説していきたい。取り上げる予定の主な思想家：ベルクソン，サルトル，メルロー＝ポンテ

ィ，バタイユ，レヴィ＝ストロース，ロラン＝バルト，ドゥルーズ，フーコー，デリダ，ジャン＝リュック・ナンシーなど。取り上げるテー

マは、イメージ、言語、他者など。 

 

Each course meeting takes up an important thinker of French philosophy and introduces and explains his theory. The texts are 

explained with background. Featured thinkers: Bergson, Sartre, Merleau-Ponty, Bataille, Levi-Strauss, Barthes, Deleuze, 

Foucault, Derrida, Jean-Luc Nancy, etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業。フランス現代哲学・思想において古典的なテーマ以外の主題がいかにして浮上してきたのかを確認しながら、全

体を概観するとともに、全体の授業計画などについて説明する。 

2. 講義１ 

3. 講義２ 

4. 講義３ 

5. 講義４ 

6. 講義５ 

7. 講義６ 

8. 講義７ 

9. 講義８ 

10. 講義９ 

11. 講義 10 

12. 講義 11 

13. 講義 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献などをもとに、自分で作品に取り組んで、授業に臨むこと。とくに授業で取り扱った作品については、授業前後に精読し

てほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席とリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS310／文学講義 ２１０ 

(Lectures on Literature 210) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代のイメージ論について学びながら、イメージについて多角的に考える力を獲得する。 

 

Studying about modern image theory, acquire the ability to think about images from multiple angles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョルジュ・ディディ＝ユベルマンは、現在のフランスを代表するイメージ研究者である。彼は、多様な学問領域を横断しながら、

古代から現代にいたる無数のイメージを分析している。この授業では、彼のイメージ人類学の内容と可能性を検討する。それと関

連して、マイケル・フリード、ロザリンド・クラウス、イヴ＝アラン・ボワ、クロード・ランズマン、等々といった人々のイメージ論につい

ても検討する。 

 

Georges Didi-Hubelmann is one of France's leading image theorists today. He analyzes a myriad of images from ancient times to 

modern times, crossing diverse disciplines. In this class, we will examine the content and possibilities of his image anthropology. 

In that regard, we also consider the theories of Michael Fried, Rosalind Klaus, Eve-Alan Bois, Claude Lanzmann, and so on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマンのイメージ人類学 

2. 『イメージの前で』をめぐって１ 

3. 『イメージの前で』をめぐって２ 

4. マイケル・フリードの「芸術と客体性」 

5. 『われわれが見るもの、われわれを見つめるもの』をめぐって１ 

6. 『われわれが見るもの、われわれを見つめるもの』をめぐって２ 

7. ジョルジュ・バタイユと「アンフォルム」をめぐって 

8. 『不定形の類似』と『アンフォルム』をめぐって１ 

9. 『不定形の類似』と『アンフォルム』をめぐって２ 

10. 表象不可能性という問題をめぐって 

11. ディディ=ユベルマンの『ショア』論をめぐって 

12. 『イメージ、それでもなお』をめぐって 

13. 『樹皮』と『暗闇から出ること』をめぐって 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献を自分で読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2018、『イメージの前で』、法政大学出版局 (ISBN:4588140493) 

2. ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン、2006、『イメージ、それでもなお』、平凡社 (ISBN:4582702627) 

3. ロザリンド・クラウス、イヴ＝アラン・ボワ、2011、『アンフォルム』、月曜社 (ISBN:4901477781) 

4. ジョルジュ・バタイユ、2014、『ドキュマン』、河出文庫 (ISBN:4309464033) 

5. クロード・ランスマン、1995、『ショア』、作品社 (ISBN:4878932236) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS311／文学講義 ２１１ 

(Lectures on Literature 211) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス美術 

担当者名 

（Instructor） 
高木 麻紀子(TAKAGI MAKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この講義では、中世のフランス美術、特に１４、１５世紀の絵画芸術を、その背後に横たわる宗教・文化・社会状況を踏まえなが

ら考察し、理解することを目標とします。また作品をつぶさに観察し、その造形的な特質を自らの言葉で記述することができるよう

になることを目指します。 

 

The aim of this course is to examine and understand French medieval art, particularly paintings from the 14th and 15th 

centuries, through learning its religious, cultural, and social backgrounds. We also aim to observe artworks in detail and describe 

its forming characteristics in our own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 フランスでは長い年月をかけて多様な美術作品が生み出されてきました。14、15 世紀のフランス美術はその最も豊かな成果の

ひとつであり、のちにルーヴル美術館となるルーヴル王宮が建造されたのも、圧倒的な蔵書数を誇るフランス国立図書館の礎が

築かれたのも、まさにこの時代でした。 

 本講義では、こうした 14、15 世紀のフランス美術のなかでも特に絵画作品に注目し、背後に横たわる宗教・文化・社会状況を踏

まえながら考察していきます。当時のフランス絵画においては、羊皮紙で制作された彩飾写本に施された挿絵が重要な位置を占

めていたため、本講義でも中心的に扱うことになります。 

 

 Over the years, France has produced a wide variety of artworks. The French art of the 14th and 15th centuries is one of its 

richest achievements and it was at this time that the Royal Palace of the Louvre, which later became the Louvre Museum, was 

built and the foundations of the National Library of France were established. 

 In this course, will try to examine and understand French medieval art, particularly paintings from the 14th and 15th centuries, 

through learning its religious, cultural, and social backgrounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス／イントロダクション 

2. ジャン・ピュッセルと 14 世紀イタリア絵画 

3. シャルル 5 世によるパリ改造と芸術 

4. アヴィニョン教皇庁の芸術 

5. 15 世紀前半の彩飾写本①『ベリー公のいとも豪華なる時禱書』 

6. 15 世紀前半の彩飾写本②〈ブシコーの画家〉、〈ベッドフォードの画家〉 

7. 世俗彩飾写本①書物に棲まう動物たち 

8. 世俗彩飾写本②ガストン・フェビュスの『狩猟の書』 

9. ブルゴーニュ公国の芸術 

10. 「死の舞踏」とトランジ 

11. ジャン・フーケ 

12. タペストリー①《アンジェの黙示録》 

13. タペストリー②一角獣のタペストリー 

14. まとめ――パリのなかの中世をさがして 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前には、シラバスで授業内容を確認し、興味や疑問点について各自調べてみること。 

事後には、配布資料やノートを改めて見直し、興味が沸いた作品に関しては積極的に調べてみてください。 

その他、授業中に、お勧めの都内近郊で開催中の展覧会情報や美術館情報をお伝えするので、可能ならば足を運び、自分自身

の目で本物の芸術を味わうきっかけとしてください（立教大学の学生は、学生証の提示で、東京国立近代美術館、京都国立近美

術館、国立西洋美術館、国立新美術館、国立国際美術館の常設展示を無料で、特別展を割引価格で鑑賞することができます）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/各回の小テストまたは小課題(70%) 



 

 - 1445 - 

 

テキスト（Textbooks） 

Blackboard を利用し授業で用いる資料・テキストをＰＤＦでアップします。各自で印刷（白黒で OK）し予習復習に役立てて下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前川久美子、2015、『中世パリの装飾写本』、工作舎 

2. クリストファー・デ, ハーメル著／加藤磨珠枝,、松田和也訳、2018、『世界で最も美しい１２の写本ー『ケルズの書』から『カルミ

ナ・ブラーナ』まで』、青土社 

3. 髙木麻紀子、2020、『ガストン・フェビュスの『狩猟の書』挿絵研究』、中央公論美術出版 

4. 秋山聰他著、2017、『ルネサンス II―北方の覚醒、自意識と自然表現』（西洋美術の歴史 5）、中央公論新社 

5. 佐々木英也・冨永良子編、1995、『ゴシック２』（世界美術大全集 西洋編１０）、小学館 

6. 小佐野重利他著、2016、『ルネサンス I―百花繚乱のイタリア、新たな精神と新たな表現』（西洋美術の歴史 4）、中央公論新社 

7. 田中久美子著、2019、『世界でもっとも美しい装飾写本』、エムディエヌコーポレーション 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は当初はオンライン（またはオンデマンド）で実施し、履修者の希望を確認した上で、対面授業を実施するかどうか決定しま

す。 

 

対面講義の際には、さまざまな種類の羊皮紙や、彩飾写本のファクシミリを鑑賞したいと思っています。 

 

【注意事項(Notice)】 

たくさんの美術作品をみることになるので、画面が大きめのタブレット、スマートフォン、PC 等（いずれも音声の聞き取りが可能な

もの）の利用を推奨します。毎回の講義では小テストまたは小課題が課されます。また、第 14 回講義時に小レポート提出が課さ

れます。 

使用する美術作品の著作権の関係から講義コンテンツの無断転載・無断使用を固く禁じます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS312／文学講義 ２１２ 

(Lectures on Literature 212) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日仏比較 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

他国の文学作品にどのように接近するのか？ 翻訳書からの接近というのが、まずは有効だ。が、しかし、翻訳することはすなわ

ち、原書と原作者を裏切ることでもある。というのも、すぐれた翻訳とはなにより、その国の言葉としてすぐれているということだか

らだ。 

ではその過程でどんなことが起こってしまっているのだろうか？ その疑問から、フランスと日本、それぞれの言語・文化の違いを

認め、理解を深める。 

加えて、日本文学の特徴のひとつでもある「自由間接話法」から、表現の仕組みと可能性を探りつつ、文学の興味を引き出したい

と考えている。 

 

In this course, we study mainly translation between Japanese literature and French or English literature. Students learn the 

differences of the structure of these languages and narratives.  

From this point, we will focus upon 'direct narration' and 'indirect narration', especially 'free indirect narration'. In Japanese 

literature, we can easily find the examples of 'free indirect narration'. However, we cannot find the examples in French or 

English literature until 20th century. We will learn what does it mean. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語表現の特徴のひとつとして、話者の主体がセンテンスごとに変化しうるということがある。主語が明示化されてないがた

め、いったい誰がその会話の主体なのか、分からなくなる瞬間があるのだ。 

こうした特徴を持つ日本文学が、たとえばフランス語に翻訳されるとどのようになるのか？ そして、なぜそう訳されるのか？ こう

した疑問から日本文学とフランス文学の特徴を考えてみたい。 

また、この特徴のなかに明らかになる「自由間接話法」という現代的問題を、映画の視座（PoV）の変化を用いてとらえ直してみる

可能性を探ってみたいと考えている。 

 

Among characteristics of Japanese expressions, one of them is changing the main subject of speakers from sentence to 

sentence. As the main subject is not clearly indicated, readers may be lost temporarily, unable to discern who the speaker is. 

What will happen if Japanese literatures with such characteristics are translated into, for example, French? And why is it 

translated this way? Students will reflect on Japanese and French literatures based on these questions. 

Free indirect speech becomes clear among these characteristics. Students will rethink about this modern issue by using 

changing point of view (PoV) in film.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション I 〜 日本語とフランス語の違い 

2. テクスト解読 I 〜 江藤淳「日欧文化の対称性と非対称性」a 

3. テクスト解読 II 〜 江藤淳「日欧文化の対称性と非対称性」b 

4. テクスト解読 III 〜 「日欧文化の対称性と非対称性」まとめ 

5. 翻訳の実際 さまざまな翻訳の実例を検証 

6. 「マンガ」と「Manga」の翻訳 I 

7. 「マンガ」と「Manga」の翻訳 II 

8. 映像作品での問題 

9. 直接話法と自由間接話法とはなにか 

10. 文学作品と自由間接話法 I 〜 歴史的に 

11. 文学作品と自由間接話法 II 〜 作品検証 

12. 映像作品と自由間接話法 I 〜 視座の変化 

13. 映像作品と自由間接話法 II 〜 語りのポリフォニー 

14. 表現の可能性に向けて 〜 まとめにかえて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

翻訳をめぐる諸問題にふだんから鋭敏に反応してもらえれば幸いだ。 
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耳慣れない「自由間接話法」って？ と思われるかもしれないが、日本文学においては、すでに『源氏物語』において出現してお

り、その歴史は現代に引き継がれており、小説に親しんでもらえると幸い。 

また、フランス語も使う授業となる予定なので、そのへんにも備えてもらえるとさらによし。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業中および授業後のコメント(30%) 

毎回、コメントを書いてもらう予定なので留意して欲しい 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、資料ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 江藤淳、1992、『言葉と沈黙』、文藝春秋 (ISBN:978-4163468303) 

2. 谷崎潤一郎、1991、『潤一郎訳 源氏物語』、中央公論新社 (ISBN:978-4122018259) 

3. ヘンリー・ミラー、1969、『北回帰線』、北回帰線 (ISBN:978-4102090015) 

4. 辛島デイヴィッド、2018、『Haruki Murakami を読んでいるときに我々が読んでいるものたち』、みすず書房 (ISBN:978-

4622087007) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回はオンラインにて授業を行う予定でいる。その後の状況を見ながら、また履修者よりの希望を考慮しながら、対面授業への

移行を考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS314／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇、オペラ、映画、ミュージカル、バレエといったジャンルを通して、演劇の読み物としての文学性だけではなく、総合舞台芸術

とは何かを考える中で、ヨーロッパの歴史、文学史を理解する。 

 

The aim of this course is to understand not only the history of Europe but also how French literature works are visualized in 

plays, films, operas, musicals, ballet, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス 17 世紀モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の喜劇作品としての価値を読み解く。そして、映画、オペラ、ミュージカル、バレ

エ作品を検証し「ドン・ジュアン」伝説の神髄を探っていく。 

 

Students will first read "Dom Juan", a 17th century French comedy by Molière. 

Then, they will examine films, operas, musicals and ballet works to understand the essence of the "Dom Juan" legend. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 スペクタクルとは何か 

「ドン・ジュアン神話」とは何か 

2. 演劇のジャンル：喜劇？悲劇？悲喜劇？ 

モリエールの生涯と『ドン・ジュアン』執筆の背景 

3. 舞台の魅力１：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

4. 舞台の魅力２：モリエールの喜劇『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

5. 映画：演劇と映画の違いとは？ 

6. 映画の魅力１：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

7. 映画の魅力２：映画化されたモリエールの『ドン・ジュアン』の解説と鑑賞 

8. オペラ：オペラの誕生と種類 

9. オペラの魅力１：モーツアルト「ドン・ジョヴァンニ」の解説と鑑賞 

10. オペラの魅力２：モーツアルト「ドン・ジョヴァンニ」の解説と鑑賞 

11. ミュージカルの魅力１：フェリックス・グレイ「ドン・ジュアン」の解説と鑑賞 

12. ミュージカルの魅力２：フェリックス・グレイ「ドン・ジュアン」の解説と鑑賞 

13. バレエの魅力：グルック「ドン・ジュアン」の解説と鑑賞 

いろいろなドン・ジュアン作品から見る「ドン・ジュアン神話」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介する作品、それに付随する作品について自分なりの考察を持って授業に臨むことを強く推奨します。 

授業で紹介するバージョン以外のものも沢山あります。関連する作品、興味を持った作品は積極的に読み、鑑賞しましょう。多く

のものを視聴し体感しましょう。  

授業で扱わないドン・ファン物も授業中に紹介します。興味を持ったものから読んでいきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/出席および授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%) 

この授業の参加姿勢に関する約束事は授業初回の時に説明します。それを守らない場合は出席点を喪失する可能性もありま

す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、1972、『ドン・ジュアン』、中央公論社 

 

参考文献（Readings） 
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1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 

2. 小場瀬卓三、1957、『モリエールのドラマツルギー』、白水社 

3. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス１７世紀演劇事典』、中央公論新社 

4. 秋山伸子、2014、『フランス演劇の誘惑』、岩波書店 

5. 水林章、1966、『ドン・ジュアンの埋葬』、山川出版社 

モリエール以外の「ドン・ファン」もの 

その他の文献は適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態について： 

この講義は、映像を多く使います。 

基本対面授業となっていますが、今後の Covid-19 の感染状況、受講生の人数によっては、オンライン授業を併用することも想定

しています。あらかじめご理解の程お願いいたします。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1450 - 

■AS316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS316／文学講義 ２１６ 

(Lectures on Literature 216) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス現代社会」を構成する諸要素を概観し――なおそこではそもそも、「フランス」、「現代」、「社会」のいずれもが、自明性を

解きほぐされることになる――、わたしたち自身の現在を問い直すよすがとすること。 

 

Students will study the outline of various elements making up modern French society. However, obviousness of all these 

elements, “French”, “modern”, and “society” are disintegrating. Students will re-question the present time we are in. 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおむね下記の「計画」に沿って（変更はありうる）講義を行う。いくつかのテーマについては、学生による発表を交える可能性も

ある。 

 

In general, the class will follow the “planning” below (changes are possible). Students may be asked to make presentations on 

several subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランスにおいて「現代」とはいつから始まるのか 

3. 「社会」の誕生 

4. 植民地の問題 

5. 「ヨーロッパ」とは何か 

6. 「右」と「左」の政治文化 

7. 「ライシテ」の成立と変容 

8. 「知識人」と現代社会 

9. 「文学」と現代社会 

10. ド・ゴールの時代 

11. ミッテランの時代 

12. マクロンの時代（１） 

13. マクロンの時代（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のための資料配布や課題の提示を行うことがある。まじめに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS317／文学講義 ２１７ 

(Lectures on Literature 217) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、言語学の主要分野における基本的な考え方を学ぶことで人間の言語の特質について理解を深め、フランス語の修得

にも役立つ言語学的知識を身につけることを目的とする。 

 

In this class, students will learn basic thinking in major areas of linguistics to deepen their understanding of characteristics of 

human languages and acquire linguistic knowledge to help them master French language. 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語というものの本質的な特徴を理解したうえで、音声学・⾳韻論、形態論、統語論、意味論、語用論という言語学の主要分野の

基礎事項を学んでいく。できるだけフランス語の例をとりあげることで、フランス語の仕組みについても理解を深める。 

 

Students will first understand the foundational characteristic of language before learning basics in major areas of linguistics, 

including phonetic, phonology, morphology, syntax, semantic, and pragmatic. Whenever possible, examples in French will be used 

to deepen students’ understanding about French language structures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 言語とは何か（１） 

2. 言語とは何か（２）記号としての言語 

3. 言語とは何か（３）体系と構造 

4. 音声学・音韻論（１）音声と言語音 

5. 音声学・音韻論（２）音素と弁別素性 

6. 形態論（１）形態素とは？ 

7. 形態論（２）さまざまな語形成 

8. 統語論（１）さまざまな文法範疇 

9. 統語論（２）統語理論 

10. 意味論（１）語レベル：類義語、多義語、同音異義語 

11. 意味論（２）句・文のレベル：連語・慣用句 

12. 語用論（１）発話の意味 

13. 語用論（２）談話と文化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容の復習と定着をはかる小テストを随時おこなうことで、理解を積み重ねていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(20%)/小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。適宜プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

当初はオンラインで実施し、履修者と相談しながら対面授業を実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS318／文学講義 ２１８ 

(Lectures on Literature 218) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語を言語学的な視点から深める。 

 

Analyse the French language from the linguistic point of view 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的にビデオを視聴するオンデマンド方式を取る。毎回課題の提出を要求する。コンテンツは基本的には Blackboard経由で

火曜日１限までに公開予定。 

 この授業では、ことばについて考え、言語学の第一歩となるような視点を養うことを目的とする。具体的には、フランス語の語彙

の使い方、またフランス語の人称、時制、法、態などの文法形式がどのように言語外現実を表現しているかを考察する。 

 

 The classes will be held on line (On demand). Students will be required to submit an assignment every week. The videos will be 

uploaded on Rikkyo Blackboard on the day of the class. 

 The purpose of this class is to think about language and to develop a perspective that will be the first step in linguistics. We 

will consider  how French personal pronouns, tenses, moods, voices, and other grammatical forms express extralinguistic 

realities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 名詞の性 

2. 部分冠詞・不定冠詞 

3. 定冠詞 

4. 複合過去と半過去 

5. 大過去、単純過去、近接過去 

6. 単純未来と近接未来 

7. 受動態・代名動詞 

8. 誤用 

9. 新語法 

10. 言葉遊び 

11. なぞなぞ、ダジャレ 

12. 笑い話 

13. 翻訳と借用語 

14. 固有名詞の翻訳 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業の文法項目を文法の教科書などで復習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東郷雄二、2011、『中級フランス語 あらわす文法』、白水社 

2. 小田涼、2019、『冠詞の謎を解く』、白水社 

3. 大橋保夫、1993、『フランス語とはどういう言語か』、駿河台出版 

4. 鷲見洋一、2003、『翻訳仏文法（上）（下）』、ちくま学芸文庫 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS781／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲

載するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ａ 

(Introductory Seminars E1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学の基礎研究 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

少人数の受講者が授業参加するなかで、発表や討論に関する知識や方法を体得し、近現代日本文学の作品について理解を深

める。 

 

Through classes with a small number of participants, students will acquire knowledge and learn methods related to the 

presentations and discussions, and will deepen their understanding of works of near modern Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本の文学作品を研究する、とはどういうことだろうか。受講を予定する皆さんの多くは、中学校・高等学校で教科書掲載

作品として近現代日本文学を読んできた筈だが、その際の経験がこの入門演習では大いに、だが別様に活かされることだろう。

「大いに」というのは、この授業が教科書掲載作家の短篇をテキストとするからだ。「別様に」というのは、受講者がむしろ授業者

になるからだ。皆さんはまず、オリエンテーションに参加するなかで、文献を集める・レジュメを作る・発表を行う・レポートを書く―

―ための方法を学ぶ。そして学んだ内容を授業時間外に実地に移し、第 6 回以降の発表や討論に（さらに課題提出に）反映させ

なければならない。担当教員は、そのような活動のなかで研究の意義についても考えて頂きたいと期待している。なお発表時間

は 1 人当たり 20 分程度。また授業内容や計画は修正することがあるから、注意すること。 

 

What does it mean to study near modern Japanese literary works? Many of the students planning to attend the lectures will 

have read modern and contemporary Japanese literature as works in junior high and high school textbooks. That experience will 

be utilized to a great degree, albeit in a different way, in this introductory seminar. "Great degree" is noted as the lectures will 

use short stories by authors whose works are published in textbooks as their texts. "Different way" is noted as the lecture 

attendees themselves will become class leaders. During the orientation, the participants will first learn methods for gathering 

literature, creating outlines, conducting presentations, writing reports, etc. Students will then put the content of the studies into 

practice outside of class hours, and, from the sixth session onward, must reflect this in presentations and discussions (as well 

as in assignment submissions). The teacher in charge will also expect students to consider the significance of research within 

such activities. The time for presentations will be about twenty minutes per person. Students should take note that class 

content and plans are subject to change.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：各作品を担当する発表者の決定ほか 

2. どのように文献を集めるか：図書館で？ネットで？ 

3. どのような観点で発表するか：作品論・作家論ほか 

4. どのようにレジュメを作るか：構成・表記など諸注意点 

5. 模擬発表：黒島伝治「二銭銅貨」＊変更あり 

6. 受講者による発表その 1：森鷗外「最後の一句」「高瀬舟」＊以下から 8 人（篇）を選ぶ 

7. 受講者による発表その 2：志賀直哉「清兵衛と瓢箪」「小僧の神様」 

8. 受講者による発表その 3：芥川龍之介「鼻」「芋粥」 

9. 受講者による発表その 4：中島敦「文字禍」「名人伝」 

10. 受講者による発表その 5：太宰治「トカトントン」 

11. 受講者による発表その 6：安部公房「赤い繭」「棒」 

12. 受講者による発表その 7：山川方夫「お守り」 

13. 受講者による発表その 8：村上春樹「鏡」「沈黙」 

14. おわりに：どのようにレポートを書くか＊または予備時間 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

まず授業計画で示した作品を、できるだけ多く第 1 回までに読んでおくこと。そして担当を希望する作品を複数決めておくこと。次

に開講後、受講者は折に触れ提示された知識や方法を反芻し、かつ参考文献を渉猟することが求められる。また担当する作品

が決定した後は発表準備を怠りなく進めること。諸般の事情が許せば、担当教員が図書館で資料踏査等の指導を行う場合があ

る。なお第 6 回以降、当該時に発表を担当しない受講者も事前に作品を精読して各自の「読み」を固め、発表者に相応の助言を
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行うべく用意し、授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/担当作品に関する研究発表(40%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパー

(30%) 

本授業は、発表や討論に関する知識や方法の体得を一義とする。ゆえに、一、単位取得のためには研究発表が必須である。な

おやむを得ず担当回を欠席した場合は、改めて発表の機会が与えられる。二、7 割（14 回のうち 10 回）以上の出席をしていない

場合は、成績評価の対象としない。また 30 分を超えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。ただし電車遅延等による遅

刻の場合は相談に応じる。 

 

テキスト（Textbooks） 

第 1 回～第 5 回のテキストは、授業者が用意する。第 6 回～第 13 回のテキストは、発表担当者自身が本学池袋図書館ほかで

全集などを複写し、受講者に頒布する。詳細は第 1 回の授業において説明する。受講者各位は必ず出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2012/6、2017/3 改訂、『MASTER WRITING』、立教大学 大学教育開発・支援センタ

ー 

2. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2016/3、『MASTER PRESENTATION』、立教大学 大学教育開発・支援センター 

ほか適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は 2～4 名から成る 8 班に分かれる。第 6 回～第 13 回において毎回 1 班が発表を行い、別の 1 班が司会を担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｂ 

(Introductory Seminars E1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

Students will read texts from recent modern literature from the perspectives of problem organization, annotation, and textual 

analysis, will learn methods and knowledge related to literary research, and will acquire the ability to write logical compositions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

【4/2 追記】とりあえず第一回はオンラインの Zoomで行います。詳細は Blackboardで確認してください。 

 

  



 

 - 1466 - 

■AT013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｃ 

(Introductory Seminars E1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1930 年代の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
米山 大樹(YONEYAMA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

短編小説についての調査と発表、討議を通して、日本の近現代文学を研究するための基礎的な知識と方法を身につける。 

 

Through research, presentation, and discussion of short stories, students will acquire basic knowledge and methods for studying 

modern Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明する。次に、受講者による演習形式での発表と討議を

行う。 

この授業では、日本近現代文学の転換期である 1930 年代の短編小説を中心に取り上げ、その特質を学習する。また、学期後半

には太宰治の複数の作品を扱うことで、この時代の文学への理解を深めていきたい。具体的には、授業計画に示す作家・作品を

予定している。 

 

First, the skills needed to participate in an exercise style class will be explained in lecture form. Next, students will present and 

discuss their work in the exercise lessons. 

The 1930s marked a turning point in modern Japanese literature. In this class, we will focus on short stories from this period 

and study the characteristics of modern Japanese literature. 

In the second half of this course, we will also cover several works by Osamu Dazai to deepen our understanding of the literature 

of this period. Specifically, we plan to cover the authors and works shown in the course schedule. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、アンケート 

2. 講義：資料調査の方法 

3. 講義：演習発表の方法 

4. 講義：レポート作成の方法 

5. 講義：1930 年代の文学 

6. 受講者による発表（1）堀辰雄「聖家族」（1930 年） 

7. 受講者による発表（2）尾崎翠「こほろぎ嬢」（1932 年） 

8. 受講者による発表（3）石川淳「佳人」（1935 年） 

9. 受講者による発表（4）萩原朔太郎「猫町」（1935 年） 

10. 受講者による発表（5）岡本かの子「老妓抄」（1938 年） 

11. 受講者による発表（6）太宰治「道化の華」（1935 年） 

12. 受講者による発表（7）太宰治「女生徒」（1939 年） 

13. 受講者による発表（8）太宰治「駈込み訴へ」（1940 年） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者担当者は、前半の講義を踏まえて発表の準備を行うこと。他の受講者は、対象作品を熟読し、コメントの準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習形式の授業での発表内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業のなかで適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本近代文学会編、2016、『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』、ひつじ書房 (ISBN:4894768127) 

授業のなかで適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業は対面での実施、第 2回～第 5 回の講義はオンラインでの実施、第 6 回以降の演習発表は対面での実施を予定して

いる。ただし、社会状況や履修者の希望を鑑み、変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｄ 

(Introductory Seminars E1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世擬古文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世擬古文の精読を通じて、古典籍の扱い及び基礎的な文献調査の方法を体得するとともに、古典文法の意義や近世擬古文

の特色を理解する。 

 

Through close readings of early modern pseudo-classical works, students will learn methods for approaching Japanese classical 

literal materials and conducting basic surveys of literature, and will understand the significance of classical grammar and the 

characteristics of early modern pseudo-classical works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長『玉勝間』を題材として、各種辞書や先行研究を用いて古典籍を丁寧に読解するための方法を身に付けていく。特に、

高等学校までに学ぶ古典文法や語彙との差異に注目しつつ、伝統的な国語国文学研究の初歩をその内容から読みとっていく。

授業では、基本事項を講義形式で伝えたのちに、章段ごとに分担者を決めて演習形式で発表を行い、全体での議論を通じて理

解を深めることになる。 

 

Taking Tamagatsuma by Motoori Norinaga as its subject, this class will use dictionaries and prior research to learn methods for 

carefully reading and interpreting Japanese classical literary materials. In particular, the class will study the rudiments of 

traditional Japanese literature and language research from reading of its content, paying attention to differences from the 

classical grammar and vocabulary that students learned up through high school. After communicating basic matters in lecture 

format, the class will assign reading sections to participants, conduct presentations in the exercise format, and deepen 

students' understanding through discussions of the whole. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料紹介および課題の確認 

2. 発表見本 

3. 調査方法の検討 

4. 担当者による発表と討議（１） 

5. 担当者による発表と討議（２） 

6. 担当者による発表と討議（３） 

7. 担当者による発表と討議（４） 

8. 担当者による発表と討議（５） 

9. 担当者による発表と討議（６） 

10. 担当者による発表と討議（７） 

11. 担当者による発表と討議（８） 

12. 担当者による発表と討議（９） 

13. 担当者による発表と討議（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表する箇所以外についても、発表者同様に調査して討議に臨むこと。各回の討議で見つかった課題についても、各自で

解決のための方策を探って次回に臨むこと。また、「何をどのように調べたら、何がどこまで分かり、何についてはなぜ分からなか

ったのか」ということを明確にして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 芳賀登、2017、『本居宣長 読みなおす日本史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642067232) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｅ 

(Introductory Seminars E1e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』の名場面を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の注釈書を比べながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari by comparing modern annotations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表の分担を決めて、語釈、注釈、現代語訳などをレジュメにまとめて発表してもらいます。 

 

The class will assign presentations and have students prepare and present outlines of explanations of phrases, annotations, 

modern language translation, etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方など 

3. ガイダンス（３）ー発表のやり方など 

4. 学生による発表（１） 

5. 学生による発表（２） 

6. 学生による発表（３） 

7. 学生による発表（４） 

8. 学生による発表（５） 

9. 学生による発表（６） 

10. 学生による発表（７） 

11. 学生による発表（８） 

12. 学生による発表（９） 

13. 学生による発表（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』全体のあらすじについて、各自、頭に入れておくこと。 

授業で取り上げる巻の概略や人物関係についても、各自、把握しておくこと。 

文法の知識が必要なので、高校時代に習った古典文法を復習しておくこと。 

古語については古語辞典を引いて正確な意味を調べること。 

自分の分担箇所について調べてレジュメを作るのはもちろんのこと、他の学生の発表する箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(32%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ａ 

(Introductory Seminars E2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世説話を読む 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

12～13 世紀に成立した説話集（『今昔物語集』『宇治拾遺物語』など）に収められた説話を一話ずつ精読し，各説話の魅力を読み

解く．その過程で，古典文学の実態に関する理解を深めるとともに，基礎的な資料調査の方法と作法を身につける． 

 

We will be doing deep readings of a folktale from several collections from the 12th and 13th century, such as the Uji Shui 

Monogatari and the Konjaku Monogatari Shu, where we will deepen understanding of classic literature as well as acquire the 

basic skills and techniques of textual investigation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに中世の説話集について概説し，演習の進め方について説明する．その後，各話について，発表担当者を決めて演習形

式で読み進める．発表者は，諸注釈書を比較検討し，語釈，表現分析，類話との比較などを行い，その成果を発表する．発表の

あとには質疑応答を行い，その討論の中で一話一話を深く読み解いていく．これらの過程で，物語の読み方，資料調査の方法，

発表やレポート作成の作法を身につけることをめざす． 

 

After a general overview of Middle Age folktale collections, the direction of the class will be explained. Next, presenters for each 

folktale will be decided, and class will proceed as a seminar. Presenters are to compare and contrast commentaries on their 

folktale but looking at glossaries of its terms, analyze expressions, and compare it to similar tales in their presentations. After 

each presentation there will be a Q & A, and through discussion we will deepen our understanding of each tale. By doing so, how 

to read a folktale, how to research materials, and how to present and write a paper will be learned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査方法の指示，「中世の説話と説話集」概説 

3. 担当者による発表と討論 1 

4. 担当者による発表と討論 2 

5. 担当者による発表と討論 3 

6. 担当者による発表と討論 4 

7. 担当者による発表と討論 5 

8. 担当者による発表と討論 6 

9. 担当者による発表と討論 7 

10. 担当者による発表と討論 8 

11. 担当者による発表と討論 9 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 担当者による発表と討論 12 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う説話を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備はできるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明編、2003、『今昔物語集を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:ISBN4790709671) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として対面式で実施する予定。 

ただし、その時点での社会状況と大学としての判断に照らして、この授業での対面式の停止、オンライン（ライブ参加型）の導入・

移行等について判断する。毎週、「立教時間」で告知する案内を必ず参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｂ 

(Introductory Seminars E2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世文学研究の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学の代表的作品を読み、日本文学研究の基礎的方法を習得します。 

 

Students will read representative works of early modern literature, and will learn basic methods of Japanese literature research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学の基本的な学び方（文献の検索、レジュメやレポートの作成、発表やディスカッション）を習得します。授業では、近世文

学作品のなかから各自興味のある作品を選んで翻刻、語釈、現代語訳を行い、疑問点や問題点を見つけます。そのうえで先行

研究を参考に関連資料を集めて作品分析を行い、自身の見解を発表します。また、その成果を文章化してレポートとしてまとめま

す。 

 

Students will acquire the basics of studying Japanese literature (literature search, outline and report writing, presentations, and 

discussions). In the class, students will select a work of interest from among early modern literary works, transcribe the work, 

explain its phrases, and translate it into contemporary language, as well as uncover questions and problems. Based on this, 

students will refer to prior research to collect related materials and conduct analysis of the works, then present their own 

views. They will also put their findings into writing and summarize them as reports. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 日本近世文学について、くずし字読解について 

3. 発表の方法、レポートの書き方 

4. 学生による発表（仮名草子） 

5. 学生による発表（浮世草子１） 

6. 学生による発表（浮世草子２） 

7. 学生による発表（読本１） 

8. 学生による発表（読本２） 

9. 学生による発表（黄表紙） 

10. 学生による発表（洒落本） 

11. 学生による発表（滑稽本） 

12. 学生による発表（俳諧１） 

13. 学生による発表（俳諧２） 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

指定のテキストのほか、授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｃ 

(Introductory Seminars E2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典和歌読解法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』入集歌の読解をとおして古典和歌の分析方法を習得する。 

 

Learn how to analyze classical waka using the Shin Kokin Wakashu as a teaching material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は和歌史上屈指の華麗さで知られ、『古今和歌集』より続く王朝和歌の美意識の集大成ともいえる。この『新古

今和歌集』を教材として、古典和歌を読解するための基礎的な知識を身につける。本授業は受講生が順番に発表する輪読形式

である。受講生には『新古今和歌集』に入集している和歌から１首ないし数首を担当して発表してもらう予定である。この作業をと

おして和歌を分析する手法を学んでもらう。 

 

Shinkokin Wakashu is considered among the most exquisite in the history of waka, and is positioned as the culmination of the 

aesthetic sense of Waka in the Heian era. In this course, students will learn basic knowledge for reading classical waka.The 

course will be held in group reading format, with participants taking turns in making presentations. Students will be put in charge 

of one or several waka poems. Through the tasks, students will learn methods for analyzing waka. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『新古今和歌集』の概説 

3. 古典和歌を読むための基礎知識 

4. 担当教員による模擬発表・分担決定 

5. 受講生による発表(１) 

6. 受講生による発表(２) 

7. 受講生による発表(３) 

8. 受講生による発表(４) 

9. 受講生による発表(５) 

10. 受講生による発表(６) 

11. 受講生による発表(７) 

12. 受講生による発表(８) 

13. 受講生による発表(９) 

14. まとめ 

※受講生の状況により内容・順番等が変更になる場合がある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表資料作成方法等については授業時に適宜指示する。 

『新古今和歌集』の概略については概説書や事典等で確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、『字典かなー出典明記 改訂版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｄ 

(Introductory Seminars E2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

Students will read texts from recent modern literature from the perspectives of problem organization, annotation, and textual 

analysis, will learn methods and knowledge related to literary research, and will acquire the ability to write logical compositions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｅ 

(Introductory Seminars E2e) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
河田 綾(KAWATA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の短編小説を読むことを通じて、日本近現代文学研究の知識と方法を学ぶ。 

 

The aim of this course is to learn the knowledge and methods of modern and contemporary Japanese literature through reading 

postwar short stories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、授業に臨む上で必要となる日本近代文学研究の基本的な知識について学ぶ。次に、教員の指定した戦後の短編小説につ

いて学生が発表を行い、その内容を議論する。これらの学習を通じて、最終的にはその成果をレポートにまとめる。 

 

First, students will learn the basic knowledge of modern and contemporary Japanese literature which is necessary to research 

this area. Next, each student will give a presentation on postwar short stories specified by the teacher and discuss their 

contents. Through these learnings, students will also put their results into the essays as the final assignment. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資料収集の方法について 

3. 発表資料の作り方について 

4. レポート作成の手順と書き方について 

5. 教員による模擬発表 

6. 受講者による発表① 

7. 受講者による発表② 

8. 受講者による発表③ 

9. 受講者による発表④ 

10. 受講者による発表⑤ 

11. 受講者による発表⑥ 

12. 受講者による発表⑦ 

13. 受講者による発表⑧ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講するにあたって、毎回扱う作品を熟読し、受講者全員で建設的な議論を行なうよう努めること。また、発表者は入念に準備を

したうえで、自らの報告内容について責任を持って臨むこと。なお、授業の中で適宜参考文献の紹介を行うので、最終レポート執

筆の際に役立ててほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業を対面実施とし、以降は履修者との相談によって決定する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／日本文学研究法 

(Preliminary Studies in Japanese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語・日本文学の研究に関する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語・日本文学を研究するための方法をわかりやすく解説し、日本文学専修の学生に必要なスキルを身につけさせる。 

 

The class will provide easily understood explanations of methods for researching Japanese language and literature, and give 

students the skills required for students of Course in Japanese Literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本とは何か、日本語・日本文学とは何か、それを学ぶことの意義やおもしろさはどこにあるのかを幅広い観点から講義する。実

際の授業は、毎回、日本文学専修の専任教員が交替で行う。資料はその都度用意する。毎回、コメントあるいは小レポートを提

出してもらう。 

 

Lectures will take wide-ranging perspectives on the questions of what Japan is, what the Japanese language and literature are, 

and where the significance and interest lie in learning about these. Actual classes will alternate each session among full-time 

faculty members in the Course in Japanese Literature. Materials will be prepared each time. Students will submit comments or 

short reports each session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講義１ 

3. 講義２ 

4. 講義３ 

5. 講義４ 

6. 講義５ 

7. 講義６ 

8. 講義７ 

9. 講義８ 

10. 講義９ 

11. 講義１０ 

12. 講義１１ 

13. 講義１２ 

14. 講義１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当者の指示に従い、コメントまたは小レポートを作成し提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（コメント、小レポートを含む）(60%) 

最終レポートは、講義１～13 のうち最も印象に残った講義で扱われた問題に関しての考察を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT101／演習 Ｅ１ 

(Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈伝承〉をよむ（人物編） 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈伝承〉世界の探求を通して、日本文化の多様性について考えるとともに、基本的な資料の集め方、調べ方、発表の仕方を修得

する。 

 

Through investigating the world of “denshō” (myths, legends, and other stories) students will grapple with the multi-faceted 

nature of Japanese culture, while acquiring basic skills at assembling sources, conducting research, and giving presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「〈伝承〉をよむ（人物編）」 

本演習では、前近代の神話、伝説、昔話などにみえる様々な〈伝承〉について考察する。あらかじめ全体のテーマを設定し、受講

生はその枠組みの中で各自小テーマを決め、ジャンルや時代を横断しながら、資料の収集、読解を行う。今学期は、歴史上の人

物に関する〈伝承〉について発表してもらう。 

 

Readings in “denshō” : Legendary Figures 

In this seminar students will consider a variety of premodern “denshō” (myths, legends, folk tales, and other stories). The 

instructor will assign an overall theme, and students will choose a topic or smaller theme within that framework to focus on, 

collecting and reading relevant materials across genres and time periods. This semester students will give presentations on 

“denshō” about legendary human figures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「〈伝承〉をよむ」ための基礎知識 

3. 教員によるサンプル発表 

4. 受講生による発表と合評 1 

5. 受講生による発表と合評 2 

6. 受講生による発表と合評 3 

7. 受講生による発表と合評 4 

8. 受講生による発表と合評 5 

9. 受講生による発表と合評 6 

10. 受講生による発表と合評 7 

11. 受講生による発表と合評 8 

12. 受講生による発表と合評 9 

13. 受講生による発表と合評 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成（3000 字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」に指定されているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性

がある。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT102／演習 Ｅ２ 

(Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖地と文学 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖地に関する資料を、自ら調べ発表することで、日本における宗教文化の多様性を理解し、古典文学を立体的に把握するため

の視点を構築する。 

 

Students will conduct independent research on sacred sites, assembling resources and presenting on their findings. They will 

thereby come to comprehend the multi-dimentional nature of Japanese religious culture and classical literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「宗教絵画を絵解く」 

縁起絵巻や参詣曼荼羅などの宗教絵画は、本来目に見えない神仏の世界を可視化し、人々がその霊験についてより深く理解す

ることを目的として制作されたものである。このうち、縁起絵巻には詞書が付されていることが多く、両者相俟って一つの物語世界

を作り出している。また、寺社に詣でる参拝者の様子を描いた参詣曼荼羅は、縁起や説話に基づく図像が絵の中に描き込まれて

おり、それらは宗教者達によって絵解きされていた。このように、宗教絵画は目で見て楽しむだけでなく、〈読み〉〈聞く〉対象でもあ

ったのである。本演習では、これらの絵画作品の中から一つを選び、描かれている図像を分析するとともに、関連資料を読解し、

その基底に横たわる宗教世界について考察・発表してもらう。 

 

Explicating Sacred Paintings 

Sacred paintings, such as engi emaki and sankei mandara, were originally produced in order to make visible the invisible world of 

kami and buddhas, so that people could more clearly understand the miraculous benefits of deities and divinities. Engi emaki 

frequently include text that works together with images to create a single narrative world. Sankei mandara, which depict pilgrims 

visiting temples and shrines, also include illustrations of origin legends and didactic tales. These were the subject of picture 

explication by religious officiants. Sankei mandara were therefore not only intended to be looked at, but were also subjects of 

interpretive “reading” and “listening.” Students in this seminar will choose one example of a sacred painting, analyze its 

composition and content, and read related sources. They will explore the religious world behind these sacred paintings and 

present in class on their findings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 宗教絵画の基礎知識 

3. 教員によるサンプル発表 

4. 受講生による発表と合評 1 

5. 受講生による発表と合評 2 

6. 受講生による発表と合評 3 

7. 受講生による発表と合評 4 

8. 受講生による発表と合評 5 

9. 受講生による発表と合評 6 

10. 受講生による発表と合評 7 

11. 受講生による発表と合評 8 

12. 受講生による発表と合評 9 

13. 受講生による発表と合評 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備、最終レポートの作成（3000 字以上）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業時に説明する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」に指定されているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性

がある。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT103／演習 Ｅ３ 

(Seminars E3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

注釈書を比べたり、諸本における本文の違いを比べたりしながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari by comparing the annotations and the differences in the texts of 

the books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 注釈がどのように違うのか、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、言葉がどのような意味

で使われているのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 本演習では、分担箇所についてのレジュメを作成して発表してもらいます。 

 

  The course will consider how the annotations differ, how minor differences in texts lead to minor differences in nuance, what 

the words mean, and other issues. 

   In this exercise, students will be asked to create and present a resume about the areas to be shared. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方など 

3. ガイダンス（３）ー発表のやり方など 

4. 学生による発表（１） 

5. 学生による発表（２） 

6. 学生による発表（３） 

7. 学生による発表（４） 

8. 学生による発表（５） 

9. 学生による発表（６） 

10. 学生による発表（７） 

11. 学生による発表（８） 

12. 学生による発表（９） 

13. 学生による発表（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。 

取り上げる巻についての概略や人物関係などを把握しておくこと。 

自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(32%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使います。 

 

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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■AT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT104／演習 Ｅ４ 

(Seminars E4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

注釈書を比べたり、諸本における本文の違いを比べたりしながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari by comparing the annotations and the differences in the texts of 

the books. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 注釈がどのように違うのか、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、言葉がどのような意味

で使われているのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 本演習では、分担箇所についてのレジュメを作成して発表してもらいます。 

 演習 E3 で扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

  The course will consider how the annotations differ, how minor differences in texts lead to minor differences in nuance, what 

the words mean, and other issues. 

  In this exercise, students will be asked to create and present a resume about the areas to be shared. 

  Students will continue reading parts covered in Seminars E3. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方など 

3. ガイダンス（３）ー発表のやり方など 

4. 学生による発表（１） 

5. 学生による発表（２） 

6. 学生による発表（３） 

7. 学生による発表（４） 

8. 学生による発表（５） 

9. 学生による発表（６） 

10. 学生による発表（７） 

11. 学生による発表（８） 

12. 学生による発表（９） 

13. 学生による発表（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。 

取り上げる巻についての概略や人物関係などを把握しておくこと。 

自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(32%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使います。 

 

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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■AT105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT105／演習 Ｅ５ 

(Seminars E5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お伽草子の世界 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世から近世にかけて広く読み継がれたお伽草子を取りあげ，一つ一つの表現を玩味しながら物語世界をていねいに読み解

き，その魅力を理解する． 

 

The course will take up representative chapters of Otogi zoshi, a work that has been read since the Middle Ages. Students will 

carefully read and interpret the narrative world of the work while treasuring each expression, and will gain understanding of the 

characteristics of the work.  

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにお伽草子について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねていく．担

当者は，注釈書や先行研究を参照し，それを踏まえながら，表現の特質，物語の構造，諸本の違い，挿絵と本文の関係，物語を

生み出しはぐくんだ環境，後世への影響などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員でていね

いに読解していくことによって，物語のさまざまな魅力を掘り起こしていくつもりである．なお，演習Ｅ6 とは扱う作品・発表の方法・

討論の内容などの点で異なるものとなる． 

 

The course will first provide an outline of Otogi zoshi and explain how the seminar will proceed. Following this, seminar leaders 

will be determined, and presentations and question and answer sessions will take place. Using annotations and prior research as 

references, seminar leaders will analyze, investigate, and make presentations on characteristics of expression, the structure of 

the story, the differences among books, the relation between the body of text and book illustrations, the environment that gave 

birth to the tale, and influences on later generations, from the respective viewpoints of each. Through careful reading by all 

participants, the course aims to unearth the many attractions of the story.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表方法等の指示 

2. お伽草子概説 

3. 担当者による発表と討論１ 

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/質疑応答と各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 市古貞次校注、1985 1986、『御伽草子』上・下（岩波文庫）、岩波書店 (ISBN4-00-301261-5  ISBN4-00-301262-3) 
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参考文献（Readings） 

1. 徳田和夫編、2002、『お伽草子事典』、東京堂出版 (ISBN:ISBN4-490-10609-2) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

発表は個人発表の形で行う．受講生は，発表を踏まえた質疑応答に積極的に加わること． 

１回目のみ対面式、その他はオンライン（ライブ参加型）での開講を予定。 

ただし、その時点での社会状況と大学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立

教時間」で告知する案内を必ず参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT106／演習 Ｅ６ 

(Seminars E6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お伽草子の世界 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世から近世にかけて広く読み継がれたお伽草子を取りあげ，一つ一つの表現を玩味しながら物語世界をていねいに読み解

き，その魅力を理解する． 

 

The course will take up representative chapters of Otogi zoshi, a work that has been read since the Middle Ages. Students will 

carefully read and interpret the narrative world of the work while treasuring each expression, and will gain understanding of the 

characteristics of the work.  

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめにお伽草子について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねていく．担

当者は，注釈書や先行研究を参照し，それを踏まえながら，表現の特質，物語の構造，諸本の違い，挿絵と本文の関係，物語を

生み出しはぐくんだ環境，後世への影響などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員でていね

いに読解していくことによって，物語のさまざまな魅力を掘り起こしていくつもりである．なお，演習Ｅ5 とは扱う作品・発表の方法・

討論の内容などの点で異なるものとなる． 

 

The course will first provide an outline of Otogi zoshi and explain how the seminar will proceed. Following this, seminar leaders 

will be determined, and presentations and question and answer sessions will take place. Using annotations and prior research as 

references, seminar leaders will analyze, investigate, and make presentations on characteristics of expression, the structure of 

the story, the differences among books, the relation between the body of text and book illustrations, the environment that gave 

birth to the tale, and influences on later generations, from the respective viewpoints of each. Through careful reading by all 

participants, the course aims to unearth the many attractions of the story.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表方法等の指示 

2. お伽草子概説 

3. 担当者による発表と討論１ 

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/質疑応答と各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 市古貞次校注、1985 1986、『御伽草子』上・下（岩波文庫）、岩波書店 (ISBN4-00-301261-5  ISBN4-00-301262-3) 
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参考文献（Readings） 

1. 徳田和夫編、2002、『お伽草子事典』、東京堂出版 (ISBN:ISBN4-490-10609-2) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

発表は個人発表の形で行う．受講生は，発表を踏まえた質疑応答に積極的に加わること． 

１回目のみ対面式、その他はオンライン（ライブ参加型）での開講を予定。 

ただし、その時点での社会状況と大学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立

教時間」で告知する案内を必ず参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT107／演習 Ｅ７ 

(Seminars E7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『枕草子』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 平安時代を代表する作品『枕草子』からいくつかの章段を取り上げ精読することで、平安文学・文化の特質を知る。古典文学の

読解の方法を学び、調査・研究した結果を発表する力を養う。 

 

 Students will learn about the characteristics of Heian period literature and culture by taking up and closely reading several 

chapters from Makura no Soshi (The Pillow Book), a representative work of the period. Students will learn methods for reading 

and interpreting classical literature, and will cultivate the ability to present the findings of their investigations and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『枕草子』を、現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『枕草子』について概説し、演習の

進め方について説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研

究を参考にしながら、担当箇所だけでなく、その箇所が作品のなかでどのように位置づけられるのかを考えながら、各自が取り上

げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。他のテキストや歴史との関わりなど多角的視野から分

析調査する。参加者全員のていねいな読解によって、『枕草子』の表現世界に迫る。 

 

The class will engage in careful reading of Makura no Soshi, comparing and considering readings of representative modern-day 

annotations. The first session will present an outline of Makura no Soshi, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will consider not only the parts of the text under their 

charge but also how those parts are positioned within the work. They will raise problem areas in the interpretation of the scenes 

they take up, and will report on how to read the scenes. Analysis and investigation will adopt multifaceted standpoints, including 

relationships with other texts and with history. Through careful reading by all of the participants, the class will approach the 

world of expression in Makura no Soshi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 『枕草子』概説 発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査の方法 

3. 担当者による発表と討論 1  

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. 春学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『枕草子』全体を読んでおくこと。 

各回で扱う章段を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などへの貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 石田穣二訳注、1979、『新版 枕草子』上、角川ソフィア文庫 (ISBN:9784044026011) 

2. 石田穣二訳注、1980、『新版 枕草子』下、角川ソフィア文庫 (ISBN: 9784044026028) 

テキストはここに示したものを推奨するが、『枕草子』原文が付いているものなら特に指定しないので、各自テキストを準備するよ

うに。 

適宜プリントも配布する。 

なお、大学の図書館でジャパンナレッジにより新編日本古典文学全集『枕草子』を見ることができます。 

予習復習、発表準備などの際に、大いに活用してください。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回数を対面実施予定。ただし、状況によっては、Zoomによる時間割通りのリアルタイムで（ライブ参加型）のオ

ンライン授業に切り替えることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT108／演習 Ｅ８ 

(Seminars E8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『枕草子』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 ゆかり(HASHIMOTO YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 平安時代を代表する作品『枕草子』からいくつかの章段を取り上げ精読することで、平安文学・文化の特質を知る。古典文学の

読解の方法を学び、調査・研究した結果を発表する力を養う。 

 

 Students will learn about the characteristics of Heian period literature and culture by taking up and closely reading several 

chapters from Makura no Soshi (The Pillow Book), a representative work of the period. Students will learn methods for reading 

and interpreting classical literature, and will cultivate the ability to present the findings of their investigations and research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『枕草子』を、現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しながら精読する。初回に『枕草子』について概説し、演習の

進め方について説明する。その後、担当者を決め、発表と質疑応答を重ねた授業を行っていく。発表担当者は諸注釈や先行研

究を参考にしながら、担当箇所だけでなく、その箇所が作品のなかでどのように位置づけられるのかを考えながら、各自が取り上

げる場面の解釈の問題点をあげて、その場面をどう読むのかを報告する。他のテキストや歴史との関わりなど多角的視野から分

析調査する。参加者全員のていねいな読解によって、『枕草子』の表現世界に迫る。 

 

The class will engage in careful reading of Makura no Soshi, comparing and considering readings of representative modern-day 

annotations. The first session will present an outline of Makura no Soshi, then explain how the seminar will proceed. Following 

that, class leaders will be decided, and the class will proceed through presentations and questions and answers. Making 

reference to annotations and prior research, the presentation leaders will consider not only the parts of the text under their 

charge but also how those parts are positioned within the work. They will raise problem areas in the interpretation of the scenes 

they take up, and will report on how to read the scenes. Analysis and investigation will adopt multifaceted standpoints, including 

relationships with other texts and with history. Through careful reading by all of the participants, the class will approach the 

world of expression in Makura no Soshi. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 『枕草子』概説 発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査の方法 

3. 担当者による発表と討論 1  

4. 担当者による発表と討論２ 

5. 担当者による発表と討論３ 

6. 担当者による発表と討論４ 

7. 担当者による発表と討論５ 

8. 担当者による発表と討論６ 

9. 担当者による発表と討論７ 

10. 担当者による発表と討論８ 

11. 担当者による発表と討論９ 

12. 担当者による発表と討論１０ 

13. 担当者による発表と討論１１ 

14. 秋学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『枕草子』全体を読んでおくこと。 

各回で扱う章段を事前に下読みし、疑問点などを整理してくること。 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので、できるだけ早く準備を始めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表(30%)/質疑などへの貢献度(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 石田穣二訳注、1979、『新版 枕草子』上、角川ソフィア文庫 (ISBN:9784044026011) 

2. 石田穣二訳注、1980、『新版 枕草子』下、角川ソフィア文庫 (ISBN:9784044026028) 

ここに示したテキストを推奨するが、『枕草子』原文が付いているものなら特に指定しないので、各自テキストを準備するように。 

適宜プリントも配布する。 

なお、大学の図書館でジャパンナレッジにより新編日本古典文学全集『枕草子』を見ることができます。 

予習復習、発表準備などの際に、大いに活用してください。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回数対面実施予定。ただし、状況によっては、時間割通りの時刻に、Zoomによるリアルタイムの（ライブ参加

型）オンライン授業に切り替えることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT109／演習 Ｅ９ 

(Seminars E9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『後拾遺和歌集』の四季歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『後拾遺和歌集』の四季歌を読むことを通して、和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by 

reading the poems made about the nature and scenery included in "Gosyui waka syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『後拾遺和歌集』は、第四番目の勅撰和歌集である。この演習では、『後拾遺和歌集』に収められた四季歌を読解する。初回・二

回目は、和歌ならびに『後拾遺和歌集』について、四季の歌に重点を置いた解説を行う。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。  

 

"Gosyui waka syu" is the fourth imperial waka poetry collection.  In this seminar course students will read and interpret the 

seasonal poems included in "Gosyui waka syu". The first and second sessions will be outline lectures on  waka poetry and 

"Gosyui waka syu", focusing on poems about 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. 四季を詠んだ和歌について 

2. 『後拾遺和歌集』の四季歌について 

3. 『後拾遺和歌集』春部の和歌を読み解く （１） 

4. 『後拾遺和歌集』春部の和歌を読み解く （２） 

5. 『後拾遺和歌集』春部の和歌を読み解く （３） 

6. 『後拾遺和歌集』春部の和歌を読み解く （４） 

7. 『後拾遺和歌集』夏部の和歌を読み解く （１） 

8. 『後拾遺和歌集』夏部の和歌を読み解く （２） 

9. 『後拾遺和歌集』秋部の和歌を読み解く （１） 

10. 『後拾遺和歌集』秋部の和歌を読み解く （２） 

11. 『後拾遺和歌集』秋部の和歌を読み解く （３） 

12. 『後拾遺和歌集』秋部の和歌を読み解く （４） 

13. 『後拾遺和歌集』冬部の和歌を読み解く （１） 

14. 『後拾遺和歌集』冬部の和歌を読み解く （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

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） 

発表ならびに討議への貢献(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT110／演習 Ｅ１０ 

(Seminars E10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『後拾遺和歌集』の恋歌を読む 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『後拾遺和歌集』の恋歌を読むことを通して、和歌についての理解を深める。 

 

The purpose of this seminar course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by 

reading the poems made about love included in "Gosyui waka syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『後拾遺和歌集』は、第四番目の勅撰和歌集である。この演習では、『後拾遺和歌集』に収められた恋歌を読解する。初回・二回

目は、和歌ならびに『後拾遺和歌集』について、恋の歌に重点を置いた解説を行う。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。  

 

"Gosyui waka syu" is the fourth imperial waka poetry collection.  In this seminar course students will read and interpret the 

love poems included in "Gosyui waka syu". The first and second sessions will be outline lectures on  waka poetry and "Gosyui 

waka syu", focusing on poems about love. 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. 恋を読んだ和歌について 

2. 『後拾遺和歌集』の恋歌について 

3. 『後拾遺和歌集』恋一の和歌を読み解く （１） 

4. 『後拾遺和歌集』恋一の和歌を読み解く （２） 

5. 『後拾遺和歌集』恋一の和歌を読み解く （３） 

6. 『後拾遺和歌集』恋二の和歌を読み解く （１） 

7. 『後拾遺和歌集』恋二の和歌を読み解く （２） 

8. 『後拾遺和歌集』恋二の和歌を読み解く （３） 

9. 『後拾遺和歌集』恋三の和歌を読み解く （１） 

10. 『後拾遺和歌集』恋三の和歌を読み解く （２） 

11. 『後拾遺和歌集』恋三の和歌を読み解く （３） 

12. 『後拾遺和歌集』恋四の和歌を読み解く （１） 

13. 『後拾遺和歌集』恋四の和歌を読み解く （２） 

14. 『後拾遺和歌集』恋四の和歌を読み解く （３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は、自分の担当する和歌について発表の準備をするのはもとより、他の履修者の担当する和歌についても事前に自分な

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） 

発表ならびに討議への貢献(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT111／演習 Ｅ１１ 

(Seminars E11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『男色大鑑』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

井原西鶴作の浮世草子『男色大鑑』（貞享４年（１６８７）刊）を精読します。 近世文学研究の方法を身につけるとともに、当時の

文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Ukiyo-zoshi' "The Great Mirror of Male Love"  by Saikaku.The goal is to learn the methods of 

early modern literature research and to deepen the understanding of the culture and customs of the time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

好色物浮世草子のおもしろさを味わいながら、作品から読み取れる当時の文化、風俗、法制度、慣習、倫理や心情等について精

査し、新たな読解を試みます。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表は、くずし字解読、語釈、先行研究の紹介

と検討、関連資料の探索、以上に基づいた内容分析を主とします。 

 

While enjoying the fun of Ukiyo-zoshi, we will scrutinize the culture, customs, legal system, customs, ethics, and sentiment of 

the time that can be read from the work, and try new reading comprehension.Presenters will mainly decipher cursive script, 

explain words, introduce and examine previous research, search for related materials, and analyze content based on the above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など） 

3. 発表の方法について 

4. 学生発表（１） 

5. 学生発表（２） 

6. 学生発表（３） 

7. 学生発表（４） 

8. 学生発表（５） 

9. 学生発表（６） 

10. 学生発表（７） 

11. 学生発表（８） 

12. 学生発表（９） 

13. 学生発表（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT112／演習 Ｅ１２ 

(Seminars E12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『武道伝来記』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

井原西鶴作の浮世草子『武道伝来記』（貞享４年（１６８７）刊）を精読します。 近世文学研究の方法を身につけるとともに、当時

の文化や風俗についての理解を深めることが目標です。 

 

Students will carefully read Ukiyo-zoshi "Budo-Denraiki" by Saikaku.The goal is to learn the methods of early modern literature 

research and to deepen the understanding of the culture and customs of the time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な敵討を描いた本作のおもしろさを味わいながら、作品から読み取れる当時の文化、風俗、法制度、慣習、倫理や心情等に

ついて精査し、新たな読解を試みます。毎回発表担当者を決めて、発表と質疑を行います。発表は、くずし字解読、語釈、先行研

究の紹介と検討、関連資料の探索、以上に基づいた内容分析を主とします。 

 

While enjoying the fun of this work, which depicts various enemies, we will scrutinize the culture, customs, legal system, 

customs, ethics, and sentiment of the time that can be read from the work, and try new reading comprehension.Presenters will 

mainly decipher cursive script, explain words, introduce and examine previous research, search for related materials, and 

analyze content based on the above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など） 

3. 発表の方法について 

4. 学生発表（１） 

5. 学生発表（２） 

6. 学生発表（３） 

7. 学生発表（４） 

8. 学生発表（５） 

9. 学生発表（６） 

10. 学生発表（７） 

11. 学生発表（８） 

12. 学生発表（９） 

13. 学生発表（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT113／演習 Ｅ１３ 

(Seminars E13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. トイレに現れた二体の幽鬼と戦った男の話 

2. 火と杖を持って現れた二体の幽鬼を退治する話 

3. 人間の女の顔をした岩の由来をめぐる話 

4. 道術を使って魚を自由に取り出す二人の術師の話 

5. 道術を使って借りた瓜刀を返した話 

6. 機械式のネズミ捕りの中に入れられた人形の話 

7. 亡夫が妻の夢に現れて自分は生きていると告げて蘇生した話 

8. 20 歳で重病にかかった人が占いによって 80 歳まで生きた話 

9. 落ちて来た流れ星が真っ赤な真珠となった話 

10. 腹痛に苦しむ人の腹中から出て来た白いすっぽんの話 

11. 生まれた赤ん坊の寿命と出世を占った話 

12. 殺されて幽霊となった女と夫婦となって女を蘇生させた話 

13. 嫉妬のために亡夫と共に生きた愛人を棺にいれた妻の話 

14. 仲良し 3 人の商人達に起こった殺人事件と幽鬼をめぐる話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT114／演習 Ｅ１４ 

(Seminars E14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに日本文学・文化への影響について考察する。 

 

Students will read Chinese classical novels, cultivate the ability to read classical Chinese, and consider influences on Japanese 

literature and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

Sojinkoki, also known as Zokusoujinki, is a collection of "tales of the miraculous" from the Six Dynasties period (3rd to 6th 

centuries), collected after the Sojinki collection by Gan Bao. Volume 10 of the extant book Sojinkoki (contained in Shintaihisho) 

contains a total of 116 episodes of mysterious tales, centered on strange tales and narratives about immortal wizards, ghosts, 

monsters, and so on. Among these strange tales are many stories that are narratives resembling those in Nihon Ryoiki and 

Konjaku Monogatarishu and similar ghost tales in Japan, and Sojinkoki, which followed Sojinki, is thought to have influenced 

Japanese literature. 

For each tale, the class will decide a person in charge, who will give a presentation. The presenter will examine the reading, 

annotations, interpretation, materials related to the tale in advance, will deliver a report from a prepared outline, and will engage 

in questions and discussions. However, reading and presenting classical Chinese novels without prior knowledge is difficult. 

Accordingly, the course will explain what care is required in the reading of classical Chinese text, and how to look up and 

interpret kango (Japanese words of Chinese origin). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 幽鬼の女が男との結婚を願い、遂に人間の体に蘇生した話 

2. 虎に変身する道術を家族に覗かれて失敗する話 

3. 廟の女神に愛されて死後に廟神となった僧の話 

4. 我が子が百万銭で売られる夢を見て銭を隠した男の話 

5. 小屋だと思って墓の中で一晩を泊まって幽鬼の女に世話になった男の話 

6. 幽鬼の女の願いをきいてあげるために幽鬼の夫となった男の話 

7. 石像を守る男が神とともに一晩で千里の外を行ってきた話 

8. 先帝の墓に現れた霊と従者らを見た話 

9. 二人の女に世話になって泊まった小屋が墓であったことを知る話 

10. 世を捨てて山に入った男が幽鬼の女と暮らした話 

11. 転覆した巨船から香りとともに音楽が聞こえる話 

12. 山で狩の途中に出会った幽鬼の女と結婚し子を設けた男の話 

13. 他人の墓を壊して亡妻の墓とした男に下った天罰の話 

14. 幽鬼が自分の墓を壊す泥棒を長官に告発した話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストは授業の時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT115／演習 Ｅ１５ 

(Seminars E15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『柚珍秘密箱』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

規範的な仮名遣いや古典文法とは異なる近世資料を解読し、オノマトペや副詞の使い方等にも注目しながら、日常生活に密着し

た日本語の歴史について資料的特性を踏まえて考察できるようになること。 

 

To be able to decipher modern materials that are different from normative kana usage and classical grammar, and to consider 

the history of Japanese, which is closely related to daily life, based on the characteristics of the materials, while paying 

attention to the usage of onomatopoeia and adverbs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学的な視点を用いて、近世に書かれた料理本を演習形式で読み解いていく。例えば、現代でも「胡椒少々」「大さじ一杯」

「三杯酢」「そぎ切り」「じっくりことこと煮込む」といった「レシピ用語」が存在しているが、それはどのように確立されてきたのか？と

いったことを、料理文化が隆盛した江戸時代に源流を求めて調査する。また、現代人が多用する「欧米流」の調理器具や食材が

ほとんど無い中で、江戸の人々が果たしてどのような工夫を表現していたのか、といった点にも思いをはせつつ、様々な資料を駆

使して実態に迫っていくものである。 

担当者は、木版本画像の崩し字を解読した上で、語句や文意の考察をして現代語訳を作り、さらに文字や仮名遣い、語彙、文法

といった日本語学的観点からの考察を深めて発表することになる。文字の判別は平易な部類に入るので、内容についての批判

的検討を求めたいが、読み方を指導するため崩し字の初心者であっても構わない。 

 

From a Japanese perspective, we will read and understand cookbooks written in the early modern period in an exercise format. 

For example, even in modern times, there are "recipe terms" such as "a little pepper," "one tablespoon," "three tablespoons of 

vinegar," "sliced," and "simmered slowly." How has that been established? We will investigate such things in search of the 

source during the Edo period when cooking culture flourished. In addition, while thinking about what kind of ingenuity the people 

of Edo were expressing in the absence of "Western-style" cooking utensils and ingredients that are often used by modern 

people, there are various things. We will make full use of the materials to get closer to the actual situation. 

The person in charge deciphers the broken characters in the block book image, considers the words and phrases, creates a 

modern translation, and deepens the consideration from a Japanese perspective such as characters, kana-zukai, vocabulary, 

and grammar. It will be announced. Since the distinction of characters falls into the simple category, I would like to ask for a 

critical examination of the content. 

Even beginners can take this course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料概説及び課題の確認 

2. 発表見本及び発表者の決定 

3. 担当者による発表と討議（１） 

4. 担当者による発表と討議（２） 

5. 担当者による発表と討議（３） 

6. 担当者による発表と討議（４） 

7. 担当者による発表と討議（５） 

8. 担当者による発表と討議（６） 

9. 担当者による発表と討議（７） 

10. 担当者による発表と討議（８） 

11. 担当者による発表と討議（９） 

12. 担当者による発表と討議（１０） 

13. 担当者による発表と討議（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者以外の受講生は、崩し字を解読した上で、料理について想像を大きく膨らませつつ日本語学的にポイントとなりそうな個所
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を明確にして臨むこと。なお、各回で指摘された内容は、次回以降には踏まえていることが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者は、国会図書館デジタルコレクション（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2536184）から画像を全コマダウンロードしておくこ

と。印刷は各自の判断に任せる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田信男、2009、『料理百珍集』、八坂書房 (ISBN:978-4896949483) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会情勢や参加者の意向等によりオンラインで対応する場合もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT116／演習 Ｅ１６ 

(Seminars E16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世随筆の日本語学的読解 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世随筆について、日本語学の手法を用いて多角的に分析することができるようになること。そして、近世の学者がどのように日

本語を捉えていたのか？ということを、当時の他の学者や現代の知見と比較しつつ考察する意義を体感すること。 

 

Students will become able to analyze early modern essays from multiple angles, using techniques of Japanese language studies. 

Students will also experience the significance of considering the question of how early modern scholars viewed the Japanese 

language, making comparisons between scholars of the time and modern knowledge. 

 

授業の内容（Course Contents） 

石川雅望の随筆『ねざめのすさび』を読んでいきます。内容について突っ込んだ議論を進めていきます。「随筆」の読解と言って

も、文学的考察ではなく、先行研究や各種辞書の丹念な調査に基づく検証および議論が求められます。 

 

The class will read the essay "Nezame no Susabi" by Ishikawa Masamochi. Comprehension of essays here does not mean 

literary consideration; rather, what is sought is verification and discussion based on prior research and careful examination of 

dictionaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 

2. 発表見本 

3. 受講者による発表① 

4. 受講者による発表② 

5. 受講者による発表③ 

6. 受講者による発表④ 

7. 受講者による発表⑤ 

8. 受講者による発表⑥ 

9. 受講者による発表⑦ 

10. 受講者による発表⑧ 

11. 受講者による発表⑨ 

12. 受講者による発表⑩ 

13. 受講者による発表⑪ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者だけではなく、すべての受講者が毎回のテキストを読み込み、必要に応じて調査してくることで活発な議論を展開すること

が求められます。また、発表を追うごとに考察に深みが増してくる必要があるので、前回までの議論をよく復習することも大切で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜資料を配布します。 

また、「早稲田大学図書館蔵本 ねさめのすさひ」https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/i05/i05_01295/i05_01295.pdf をダウン

ロードしておいてください。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

崩し字と活字を相互参照して読み解いていきます。必要に応じて崩し字の読み方も学びます。 

また、社会情勢その他によってオンライン等での対応となる場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT117／演習 Ｅ１７ 

(Seminars E17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明開化と日本語 

担当者名 

（Instructor） 
木村 一(KIMURA HAJIME) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀の日本語研究資料（文法書・辞書・会話書など）を扱いながら、当時のことば（古典語の要素を含む）について、文法・音

韻・表記・語彙などから多面的に調べ、考える。 

あわせて関連資料との比較検討を行う。 

様々な資料を活用することで，該当文献資料を日本語学的に整理，調査，考察することを目標とする。 

・日本語学的事象に対して，適切な説明・対応ができる。 

・発表内容に対して日本語学的見解から討議できる。 

・学習内容を自身の関心あるテーマに応用できる。 

 

Taking up 19th century Japanese language research materials (grammars, dictionaries, conversation books, etc.), the class will 

engage in multifaceted examination and consideration of the language of the time (including elements of classical language), 

including grammar, phonology, notation, and vocabulary. 

The class will also compare and consider related materials. 

By utilizing various materials, the class will aim to organize, investigate, and consider relevant literature materials in terms of 

Japanese linguistics. 

・Students will become able to appropriately explain and handle Japanese linguistic phenomena. 

・Students will become able to debate the content of presentations from a Japanese linguistics viewpoint. 

・Students will be able to apply what they have learned to themes of their own interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は，担当部分について発表を行う。その際に，語彙・語法で注意すべき事項について検討を行う。また，基礎的な調査方

法を習得する機会ともしたい。古典語から現代語へ変遷していく過程についても概観する予定である。 

数回にわたり，演習の進め方についての解説，演習担当者の決定，関連資料の利用方法などの説明を行う。その後，発表と質

疑応答を中心に授業を進める。なお，必要に応じて，プリントなどの資料を配布して，受講者による調査・作業も行う予定である。 

 

The course participants will conduct presentations on the areas under their charge. In doing so, students will examine matters 

of note in terms of vocabulary and usage. The course also aims to provide opportunities to learn fundamental methods of 

research. It will further outline the process by which classical language transitions to contemporary language. 

Over several sessions, the course will explain how the seminar will proceed, decide on seminar leaders, and explain how to use 

related materials. After that, classes will focus on presentations and on questions and answers. Materials such as prints will be 

distributed as needed, and surveys and work by course participants are also planned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学期導入 

2. 資料紹介 

3. 発表資料の作成方法 

4. 図書館・データベースなどの使い方 

5. 発表割り当て 

6. 発表・討議１ 

7. 発表・討議２ 

8. 発表・討議３ 

9. 発表・討議４ 

10. 発表・討議５ 

11. 発表・討議６ 

12. 発表・討議７ 

13. 発表・討議８ 

14. 学期まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習については，事前に配布された資料などで，内容を確認し授業にのぞむこと。 

復習については，発表箇所で問題となった点などを整理・理解し，次回の授業にのぞむこと。 

積極的な授業への取り組みを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表資料(40%)/出席および授業参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する（配信の場合もある）。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面授業とし、以後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT118／演習 Ｅ１８ 

(Seminars E18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語の文末表現について考える 

担当者名 

（Instructor） 
徳本 文(TOKUMOTO AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本語の文末表現についての考察を通して、日本語学の基礎的な知識と分析方法を身につけることを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic knowledge and analysis methods of Japanese linguistics through 

studying expressions of ending sentences in modern Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の文の意味は文末で決まります。文末には助動詞、補助動詞、複合辞などが使われ、話者の判断や評価や物事のとらえ

方を表します。 

この授業では、まず文末表現の種類について日本語教育とも関連づけながら学習するとともに、文法事項やデータの収集方法な

ど日本語研究に必要な基礎知識を身につけます。その後で、学生自身がデータベースを用いて集めた用例について分析・考案し

て発表し、それについて討議を行います。このような授業を通して、日ごろ意識せずに使っている日本語の意味と用法を客観的に

見直し、考察した内容を的確に書き表すことを学びます。 

 

In Japanese language, the meaning of a sentence is determined at the end of sentence.Auxiliary verbs and compound auxiliary 

verbs are used at the end of sentences, and they express speaker’s judgement, evaluation and so on. 

In this course, students will first study ending expressions with considering Japanese language education. And they will learn 

about the grammatical items necessary for research, then analyze and formulate examples of ending expressions collected by 

using databases. They will then have presentations and discussion. Through this process, students objectively recognize the 

meaning and usage of Japanese language that they use without consciousness, and learn to accurately explain the content of 

their studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文末表現の基礎知識１ 

3. 用例の収集・分析方法 

4. 文末表現の基礎知識２ 

5. 受講者による発表と討議１ 

6. 受講者による発表と討議２ 

7. 受講者による発表と討議３ 

8. 受講者による発表と討議４ 

9. 受講者による発表と討議５ 

10. 受講者による発表と討議６ 

11. 受講者による発表と討議７ 

12. 受講者による発表と討議８ 

13. 受講者による発表と討議９ 

14. 受講者による発表と討議１０・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表準備、最終レポート。 

他の学生の発表についても、内容を真摯に検討し、討議に参加することが望まれます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(40%)/討議への参加、リアクションペーパー等(30%) 

単位取得の条件は①70％以上の出席 ②発表 ③最終レポート提出とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて指示します。 
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参考文献（Readings） 

1. 沖森 卓也、 陳 力衛、木村 義之、山本 真吾、2006 年、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:9784385362427) 

2. 中山緑朗・飯田晴巳監修、2015 年、『品詞別学校文法講座 第三巻 動詞・形容詞・形容動詞』、明治書院 

(ISBN:9784625514043) 

他の参考資料は、必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT119／演習 Ｅ１９ 

(Seminars E19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
昭和モダニズム期における文学と映画 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昭和モダニズム期における文学と映画の相関関係から、どのように新しい表現が生まれたかを考察する 

 

This course introduces relationship between literature and film during the Showa Modernism period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

関東大震災以後、昭和モダニズム期における新たな表現を生み出した小説を読む。特に文学と映画とのメディアの越境と交渉を

特徴的に示すテクストを取り上げる。 

参加者と対話しながら授業を進める。 

キーワードはメディアミックス、モダニズム、表現主義 

 

Tanizaki Junichiro and Osaki Midori are both literary figures who make full use of experimental expressions, and are known for 

their deep knowledge of movies. The students read the literature of the Showa Modernism period after the Great Kanto 

Earthquake. In particular, the relationship between literature and film will be discussed by taking up texts that characterize 

cross-border and mutual negotiations between the media. 

This course proceeds with the exercise class while interacting with the participants. 

Keywords are media mix, modernism, expressionism 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬発表 

3. 学生による研究発表 

4. 学生による研究発表 

5. 学生による研究発表 

6. 学生による研究発表 

7. 学生による研究発表 

8. 学生による研究発表 

9. 学生による研究発表 

10. 学生による研究発表 

11. 学生による研究発表 

12. 学生による研究発表 

13. 学生による研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストをあらかじめ読了しておく。 

発表に備えて調査し、レジュメを作成する。 

授業でもたらされた知見、コメントを生かして最終レポートを執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/担当作品についてのプレゼンテーション(25%)/授業中のディスカッションへの参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 尾崎翠、2014、『第七官界彷徨・琉璃玉の耳輪』その他４編、岩波文庫 

2. 谷崎潤一郎、1999、『潤一郎ラビリンス 11 銀幕の彼方』、中公文庫 (ISBN:4122033837) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【4/8 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT120／演習 Ｅ２０ 

(Seminars E20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代文学を読む。特にグローバリズムの中の日本文学について、自然環境及び社会環境の変容 

 

The novelists featured in the class are Murakami Haruki, Kawakami Hiromi,  and  Tawada Yoko. 

Keywords are animals, magic realism, dystopia 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者はテクストを読破し、レジュメを作成して発表にのぞみ、ディスカッションの成果を生かして最終レポートを作成する。 

授業は発表、ディスカッション、コメントによって参加者と対話しながら進める。 

キーワードは動物、マジック・リアリズム、ディストピア 

 

Murakami Haruki, Kawakami Hiromi, and Tawada Yoko are all internationally acclaimed novelists of "world literature." 

This course deal with reading their contemporary literature. The participants consider Japanese literature in globalism, the 

transformation of the natural environment and literature, and the literature and animal representations of the new era. 

 

This class emphasizes dialogue with participants. 

Keywords are animals, magic realism, dystopia 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬発表 

3. 学生による研究発表 

4. 学生による研究発表 

5. 学生による研究発表 

6. 学生による研究発表 

7. 学生による研究発表 

8. 学生による研究発表 

9. 学生による研究発表 

10. 学生による研究発表 

11. 学生による研究発表 

12. 学生による研究発表 

13. 学生による研究発表 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題のテクストを読了する 

調査し、レジュメを作成して、担当作品の研究発表にのぞむ 

授業におけるディスカッション、コメントを生かして最終レポートを作成する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/担当作品の発表(25%)/授業におけるディスカッションへの参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村上春樹、1986、『カンガルー日和』、講談社文庫 (ISBN:406183858X) 

2. 川上弘美、2001、『神様』、中公文庫 (ISBN:4122039053) 

3. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 

 

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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■AT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT121／演習 Ｅ２１ 

(Seminars E21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代詩研究のための実践演習 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代詩研究に必要な知識と詩を分析的に読む方法を習得する。 

 

The course aims to have students acquire the analytical reading skills of literary works, the knowledge required for literary 

research, and the academic writing skills that can write graduation thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は受講者による研究発表と討議を中心に進行する。研究対象は学生が自らの関心に基づいて指定のテキストから詩人と

作品を選択し、最終的に作品に関するレポートを執筆する。島崎藤村・薄田泣菫・蒲原有明・北原白秋・石川啄木・萩原朔太郎・

室生犀星・宮沢賢治など、明治から大正にかけての代表的な詩人を扱う。近代詩とそれを研究することに深い関心をもち、他者と

の議論に主体的に参加する意欲のある学生の受講を求める。 

 

The course will mainly focus on research presentations and discussions. Students are free to choose the subject based on their 

interests and eventually write a report on the text. We ask students who have a deep interest in modern literature and study it 

and who are willing to participate in the presentation of results and discussions with others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究発表のためのガイダンス 

3. 受講者による発表とディスカッション１ 

4. 受講者による発表とディスカッション２ 

5. 受講者による発表とディスカッション３ 

6. 受講者による発表とディスカッション４ 

7. 受講者による発表とディスカッション５ 

8. 受講者による発表とディスカッション６ 

9. 受講者による発表とディスカッション７ 

10. 受講者による発表とディスカッション８ 

11. 受講者による発表とディスカッション９ 

12. 受講者による発表とディスカッション１０ 

13. 受講者による発表とディスカッション 11 

14. まとめ、レポートの執筆にあたって 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【授業開始前】指定のテキストを入手して目を通し、自分が担当したい詩人を第三希望まで考えておく。 

【授業開始後】発表担当者はレジュメと口頭発表を準備する。参加者は各回のテキストを精読した上で参加し、発表に対するコメ

ントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の内容(40%)/リアクションペーパー(10%)/演習への参加態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西原大輔編、2015、『日本名詩選１（明治・大正篇）』、笠間書院 (ISBN:978-4-305-70748-2) 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT122／演習 Ｅ２２ 

(Seminars E22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈人形〉を描いた近現代の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
藤井 貴志(FUJII TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代文学についての自らの解釈を、客観性と説得力のある論としてまとめ、他者に向けてそれを伝達する力を養うことが目標

である。また、近現代文学の具体的な研究方法を身につけ、現代的テーマと接続する広い視野を獲得することも目標となる。 

 

The goal of this class is to summarize your own interpretation of modern and contemporary literature as an objective and 

persuasive theory, and  to develop your ability to convey your theory  to others. Further, you will be asked to learn specific 

research methods for exploring modern and contemporary literature and to acquire a wide perspective with which you can 

relate modern and contemporary literature to current topics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、〈人形〉をモチーフとした近現代の小説を取り上げる。学生の発表に移る前に、〈人形〉をモチーフとした小説の読

解ポイント、研究の方法や形式について担当教員が説明を行う。その後、江戸川乱歩、芥川龍之介、谷崎潤一郎、川端康成、高

橋たか子といった作家たちの作品について、各自１回の研究発表を行う。 

 

In this class, we will focus on modern and contemporary novels  that use a “doll” as their motif. Before students are asked to 

make a presentation, the lecturer will describe how to interpret the novels using the “doll” as the motif, and relevant research 

methods and formats. After that, each student will be asked to make one research presentation on a novel written by an author 

such as Rampo Edogawa, Ryunosuke Akutagawa, Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata, and Takako Takahashi. 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――〈人形〉を描いた日本近代文学について 

2. 研究発表の担当作品決定と発表形式について 

3. 〈人形〉を描いた文学の読解ポイントと研究方法① 

4. 〈人形〉を描いた文学の読解ポイントと研究方法② 

5. 江戸川乱歩「人でなしの恋」（個人発表①） 

6. 江戸川乱歩「人でなしの恋」（個人発表②） 

7. 芥川龍之介「雛」（個人発表③） 

8. 芥川龍之介「雛」（個人発表④） 

9. 谷崎潤一郎「青塚氏の話」（個人発表⑤） 

10. 谷崎潤一郎「青塚氏の話」（個人発表⑥） 

11. 江戸川乱歩「芋虫」（個人発表⑦） 

12. 江戸川乱歩「芋虫」（個人発表⑧） 

13. 高橋たか子「人形愛」（個人発表⑨） 

14. 高橋たか子「人形愛」（個人発表⑩） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

［予習］自分が発表する回についてはもちろんだが、それ以外の個人発表においても必ずテキストを精読して臨むこと。毎回、発

言を求めます。 

［復習］発表後は他の学生からの意見を踏まえ、自らの解釈をより高めるにはどうすればよいのか、継続して思考すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各自１回の研究発表(40%)/発表担当回以外の討議への参加(30%)/授業時に数回提出するリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、以後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT123／演習 Ｅ２３ 

(Seminars E23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争の記憶と文学 

担当者名 

（Instructor） 
中谷 いずみ(NAKAYA IZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学に描かれた戦争の記憶や表象を、歴史的背景と結び付けながら解釈することができる。 

 

The goal of this course is to be able to interpret the representations and memories of war in literary texts in the light of 

historical context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦争や原爆に関する記憶が書き込まれた小説をとりあげ、歴史的文脈を考慮して文学テクストを読むための方法を実践的に学

ぶ。授業は受講者の発表と全体の討議を中心に展開する。各自担当する作品について、作家や作品の背景に関する調査と作品

分析の成果を発表し、その内容に関して受講者全員で討議を行う。 

 

This course focuses on the memories of war and atomic bombs in literature. Student will study some literary critical theories in 

order to interpret and analyze the literary texts in historical context. Students are required to present and discuss the texts in 

class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テクストを読むために（１） ― 精読のための方法と先行研究 

3. テクストを読むために（２）― 時代背景を学ぶ：戦争／原爆と文学 

4. 発表と討議（１）―原民喜「夏の花」（１） 

5. 発表と討議（２）―原民喜「夏の花」（２） 

6. 発表と討議（３）―大田洋子「山上」（１） 

7. 発表と討議（４）―大田洋子「山上」（２） 

8. 発表と討議（５）―林京子「空罐」（１） 

9. 発表と討議（６）―林京子「空罐」（２） 

10. 発表と討議（７）―大城立裕「カクテル・パーティ」（１） 

11. 発表と討議（８）―大城立裕「カクテル・パーティ」（２） 

12. 発表と討議（９）―目取真俊「魂込め」（１） 

13. 発表と討議（10）―目取真俊「魂込め」（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自担当する作品に関する調査・分析を、時間をかけて行うこと。また毎回の討議に主体的に参加できるよう作品を読み込み、

自分なりの読みを整理してくること。授業後は発表や討議から見えて来た成果や問題点、課題等について自分なりに整理し、考

察を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/討議への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人発表と全体討議を中心に展開するので、積極的な受講態度が期待される。 

 



 

 - 1526 - 

注意事項（Notice） 

【4/13 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT124／演習 Ｅ２４ 

(Seminars E24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プロレタリア文学とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
中谷 いずみ(NAKAYA IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史的背景を踏まえて、文学作品をジェンダーの観点から分析することができる。 

 

The goal of this course is to be able to interpret and analyze Japanese modern literary texts in the light of historical context 

and gender. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1930 年前後に書かれたプロレタリア文学作品をとりあげ、歴史的背景を考慮しつつジェンダーの観点から小説を読むための方法

を実践的に学ぶ。特にフェミニズム・ジェンダー批評等の方法を用いて、作品に描かれた階級とジェンダーという抑圧の交差につ

いて考える。授業は受講者の発表と全体の討議を中心に展開する。各自担当する作品について、作家や作品の背景に関する調

査と作品分析の成果を発表し、その内容に関して受講者全員で討議を行う。 

 

This course focuses on the proletarian literature around 1930. Students will study some critical theories, especially feminism 

criticism and gender studies, in order to consider intersectionality class and gender in historical context. Students are required 

to present and discuss the texts in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テクストを読むために（１）―批評的観点を学ぶ：ジェンダー 

3. テクストを読むために（２）―時代背景を学ぶ：プロレタリア文学運動 

4. 発表と討議（１）―葉山嘉樹「淫売婦」（１） 

5. 発表と討議（２）―葉山嘉樹「淫売婦」（２） 

6. 発表と討議（３）―葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」（１） 

7. 発表と討議（４）―葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」（２） 

8. 発表と討議（５）―平林たい子「施療室にて」（１） 

9. 発表と討議（６）―平林たい子「施療室にて」（２） 

10. 発表と討議（７）―平林たい子「プロレタリヤの星」（１） 

11. 発表と討議（８）―平林たい子「プロレタリヤの星」（２） 

12. 発表と討議（９）―平林たい子「プロレタリヤの女」（１） 

13. 発表と討議（10）―平林たい子「プロレタリヤの女」（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自担当する作品に関する調査・分析を、時間をかけて行うこと。また毎回の討議に主体的に参加できるよう作品を読み込み、

自分なりの読みを整理してくること。授業後は自他含め、発表や討議から見えてきた成果や問題点、課題等について自分なりに

整理し、参考文献等を通して知識や考察を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/討議への参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

個人発表と全体討議を中心に展開するので、積極的な受講態度が期待される。 
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注意事項（Notice） 
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■AT125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT125／演習 Ｅ２５ 

(Seminars E25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

Students will learn methods for reading and understanding texts, gain knowledge and skills required for literary research, and 

acquire the capability for textual expression at a level that will enable the writing of graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文

を執筆してもらう。 

 

The seminar is intended for students who will write research essays, graduation theses, preliminary theses before graduation 

theses, etc. The class will proceed with a focus on presentations and discussions by students, with support by faculty members 

and TAs. Students will select texts based on their own interests, and will write reports and research papers on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。ゼミでは、他者への敬意をはらいつつ自分の「読み」を主体的に発言し、活発な相互批評を展開したいと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は担当者のもとで研究小論文、予備論文、卒業論文を執筆する学生を対象とする。もちろん、それらを執筆する予定のな

い学生の受講も認めるが、授業内容に関しては論文執筆を前提として進めることをご了解いただきたい 
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注意事項（Notice） 
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■AT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT126／演習 Ｅ２６ 

(Seminars E26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

Students will learn methods for reading and understanding texts, gain knowledge and skills required for literary research, and 

acquire the capability for textual expression at a level that will enable the writing of graduation theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文

を執筆してもらう。 

 

The seminar is intended for students who will write research essays, graduation theses, preliminary theses before graduation 

theses, etc. The class will proceed with a focus on presentations and discussions by students, with support by faculty members 

and TAs. Students will select texts based on their own interests, and will write reports and research papers on these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。ゼミでは、他者への敬意をはらいつつ自分の「読み」を主体的に発言し、活発な相互批評を展開したいと考えている。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習は担当者のもとで研究小論文、予備論文、卒業論文を執筆する学生を対象とする。もちろん、それらを執筆する予定のな

い学生の受講も認めるが、授業内容に関しては論文執筆を前提として進めることをご了解いただきたい 
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注意事項（Notice） 
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■AT127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT127／演習 Ｅ２７ 

(Seminars E27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争末期の新聞連載小説を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

The class will interpret and analyze texts to examine the human beings, society, customs, and cultural aspects depicted within, 

and will train students in the ability to reorganize the issues put forth in texts in students' own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式で行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表

を行ったあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

戦争末期に新聞（全国紙）に連載された小説を読む。テキストに関しては受講者全員でデジタル新聞記事をコピーする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

【4/2 追記】とりあえず第一回はオンラインの Zoomで行います。詳細は Blackboardで確認してください。 
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■AT128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT128／演習 Ｅ２８ 

(Seminars E28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争末期の新聞連載小説を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

The class will interpret and analyze texts to examine the human beings, society, customs, and cultural aspects depicted within, 

and will train students in the ability to reorganize the issues put forth in texts in students' own words. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式で行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表

を行ったあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

The class will be held in seminar format, with discussions and presentations by individual students or groups. In each session, a 

presenter will prepare an outline and give a presentation for about 45 minutes, after which discussion of the content will take 

place. Each presenter will designate texts according to their own research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

戦争末期に新聞（全国紙）に連載された小説を読む。テキストに関しては受講者全員でデジタル新聞記事をコピーする。 

 

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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■AT129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT129／演習 Ｅ２９ 

(Seminars E29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
昭和期の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

短編小説について、注釈を行うとともに、語りの特徴、掲載雑誌とのかかわり、同時代の問題系との接続などを考え、近代文学研

究に必要な調査方法と発想を身につける。 

 

Students will annotate short stories while also considering features of narration, relationships with publishing journals, and 

connections with contemporary systems of problems, while acquiring survey methods and concepts necessary for modern 

literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昭和期の短編小説をいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。対象作品は、

1930 年前後に発表された短編を中心に、横光利一「鳥」、尾崎翠「こほろぎ嬢」、中野重治「村の家」、岡本かの子「家霊」、林芙美

子「牡蠣」などを予定しているが、これも受講者の人数に応じて調整する。テーマとしては、エゴイズムやセクシャリティ、トラウマな

ど、作風としては幻想的なもの、モデルのあるものなど、バリエーションのある作品を選んでいる。 

 

Students will take up several short stories in Showa period and make presentations individually or in groups (determined by the 

number of students). Covered works will include "Tori" by Riichi Yokomitsu, "Korogi-jyo" by Midori Osaki, "Mura no Ie" by 

Shigeharu Nakano, "Karei" by Kanoko Okamoto, "Kaki" by Fumiko Hayashi. These will be adjusted for the number of course 

takers. The class will select varied works on themes such as egoism, sexuality, and trauma, and literary styles such as works of 

fantasy or works with a model. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 昭和期の文学状況概説 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当作品についての発表準備を行う。他の受講者は、各日の対象作品を通読し、コメントの準備を行うことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

主として Blackboardで配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT130／演習 Ｅ３０ 

(Seminars E30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
獅子文六の新聞小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小平 麻衣子(ODAIRA MAIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

長編小説について、注釈を行うとともに、語りの特徴、掲載雑誌とのかかわり、同時代の問題系との接続などを考え、近代文学研

究に必要な調査方法と発想を身につける。 

 

Students will annotate long stories while also considering features of narration, relationships with publishing journals, and 

connections with contemporary systems of problems, while acquiring survey methods and concepts necessary for modern 

literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

獅子文六の長編小説をいくつか取り上げ、個人またはグループで発表を行う（受講者の人数に応じて決定する）。対象作品は、

戦後に発表された「やっさもっさ」「自由学校」を中心に予定しているが、これも受講者の人数に応じて調整する。テーマとしては、

セクシャリティ、民主主義、民族問題、挿絵などが考えられる。 

 

Students will take up several long stories written by Bunroku Shishi after WW2 and make presentations individually or in groups 

(determined by the number of students). Covered works will include "Yassa-mossa" , "Jiyu Gakko" . These will be adjusted for 

the number of course takers. The class will select varied works on themes such as sexuality, democracy, race, and illustration. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・資料調査方法についての講義 

3. 昭和期の文学状況概説 

4. 履修者による発表・質疑応答（1） 

5. 履修者による発表・質疑応答（2） 

6. 履修者による発表・質疑応答（3） 

7. 履修者による発表・質疑応答（4） 

8. 履修者による発表・質疑応答（5） 

9. 履修者による発表・質疑応答（6） 

10. 履修者による発表・質疑応答（7） 

11. 履修者による発表・質疑応答（8） 

12. 履修者による発表・質疑応答（9） 

13. 履修者による発表・質疑応答（10） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当範囲についての発表準備を行う。他の受講者は、対象作品を通読し、コメントの準備を行うことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/授業への取り組み(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 獅子文六、2019、『やっさもっさ』、筑摩書房 (ISBN:4480436383) 

2. 獅子文六、2016、『自由学校』、筑摩書房 (ISBN:4480433546) 

 

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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■AT131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT131／演習 Ｅ３１ 

(Seminars E31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代詩を読む／谷川俊太郎・茨木のり子・新川和江 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

谷川俊太郎・茨木のり子・新川和江の詩を読み解く。 

 

Students will read and interpret poems by Shuntaro Tanikawa, Noriko Ibaragi, and Kazue Shinkawa. 

 

授業の内容（Course Contents） 

詩「朝のリレー」や「スイミー」の翻訳で知られる谷川俊太郎は、第二次世界大戦後、三好達治の紹介によって『文学界』にてデビ

ューします。1952 年、『二十億光年の孤独』を刊行し、戦後の新人として注目されました。その後も多様な試みを行い、自由奔放

ともいえる展開を見せていきました。そんな谷川俊太郎の詩の世界を、学んでいきたいと思います。  

また、授業の後半では、同時代の茨木のり子・新川和江の詩を扱います。 

 

Shuntaro Tanikawa, known for his translation of the works "Asa no relay" and Swimmy, made his debut in the literary world 

through an introduction by Tatsuji Miyoshi after World War II. In 1952, he published Two Billion Light-Years of Solitude and 

became noted as a postwar newcomer. Following that, too, he engaged in various projects with free abandon. The class will 

study the world of the poems of Shuntaro Tanikawa.  

The second half of the class will cover poems by Noriko Ibaragi and Kazue Shinkawa, who lived at the same time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法について１ 

3. 詩の読解方法について２ 

4. 詩人 谷川俊太郎についての講義 

5. 『二十億光年の孤独』の「新しさ」 

6. 『二十億光年の孤独』の「宇宙と私」 

7.  『ことばあそびうた』の試み 

8. 『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』 詩人の苦悩からの試み 

9. 『はだか』子どもの目から見た「うようよ」する世界 

10. 茨木のり子「私が一番きれいだったとき」を中心に 

11. 茨木のり子「こわがらない」を中心に 

12. 新川和江「わたしを束ねないで」を中心に 

13. 新川和江「記憶する水」を中心に 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 演習の対象となる作品について先行研究を調査し、その上で自らの読みを作り、レジュメを作成する。 

復習 演習で出された質問に対して、フォローアップのレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表およびレジュメの提出(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT132／演習 Ｅ３２ 

(Seminars E32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宮沢賢治、萩原朔太郎、高村光太郎の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の詩人宮沢賢治、萩原朔太郎の詩を読み解きます。 

 

Students will read and interpret the poems of the modern poet Kenji Miyazawa,Sakutaro Hagiwara,Kotaro Takamura. 

 

授業の内容（Course Contents） 

宮沢賢治の詩は、教科書に掲載され、アニメや漫画でも多用されます。ただ、広まっている詩は一部の詩にすぎず、より多様で豊

かな詩の世界があります。この宮沢賢治の詩の世界を読み解いていきます。その際には、詩集『春と修羅』第一～三集だけでは

なく、「〔雨ニモマケズ〕」「童謡」「文語詩」等も扱っていきます。 

授業の前半では萩原朔太郎、高村光太郎の同時代の詩を取り上げます。 

 

The poetry of Kenji Miyazawa is published in textbooks and is also used frequently in animation and comics. However, popular 

poems are only a part of poetry; a more diverse and rich world of poetry exists. Students will read and interpret the world of the 

poems of Kenji Miyazawa. The class will cover not only the first to third parts of the poetry collection An Ashura in Spring, but 

also works including "Ame ni mo makezu," and Doyo, Bungo shi. 

The first half of the class will focus on contemporary poems by Sakutaro Hagiwara,Kotaro Takamura. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法についての講義 

3. 詩人 宮沢賢治についての講義／宮沢賢治の詩の受容（伊坂幸太郎『魔王』・土田世紀『編集王』・教科書など） 

4. 詩人 萩原朔太郎についての講義 

5. 詩の「にほい」・・・・・・萩原朔太郎「月に吠える」より。「竹」等。 

6. 自己と倦怠・・・・・・萩原朔太郎「青猫」より。 

7. 詩人 高村光太郎についての講義 

8. 肯定の詩・・・・・・高村光太郎『道程』より。 

9. 恋・・・・・・宮沢賢治「恋と熱病」・「春と修羅（mental sketch modified）」・「小岩井農場」を中心に（『春と修羅』第一集） 

10. 舞・・・・・・宮沢賢治「原体剣舞連（mental sketch modified）」「高原」を中心に（『春と修羅』第一集） 

11. 離別・・・・・・宮沢賢治「永訣の朝」を中心に（『春と修羅』第一集） 

12. 農・・・・・・宮沢賢治「〔盗まれた白菜の根へ〕」「〔同心町の夜あけがた〕」「和風は河谷いっぱいに吹く」「〔何をやっても間に

合はない〕 」を中心に（『春と修羅』第三集）  

13. 病・・・・・・宮沢賢治「病床」「眼にて云う」を中心に（疾中詩編より） 文語詩へ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習……演習のための資料作り。先行研究の調査・詩の読解。 

復習……演習中に出された質問に対するフォローアップの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表およびレジュメの提出(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT201／日本文学講読 １ 

(Reading in Japanese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』の第三部の宇治十帖の浮舟巻を取り上げて読み、物語への理解を深める。 

 

Students will read the Ukifune chapter of the Uji-Jujo part of Genji Monogatari (The Tale of Genji), and deepen their 

understanding of the story. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『源氏物語』の最後のヒロイン浮舟は、薫の妻でありながら姉の夫匂宮と密通、めくるめく愛欲の時を過ごしながらも、二人の男の

板挟みとなって惑乱し、入水へと追い詰められていく。浮舟巻の原文を読みながら、和歌や散文によって語られる言葉の世界を

探究する。 

 

Ukifune, the final heroine of Genji Monogatari, is the wife of Kaoru but is in an adulterous relationship with her sister's husband, 

Niou no Miya. Caught between two men, she becomes upset and is driven to throwing herself into the water. While reading the 

original text of the Ukifune chapter, students will investigate the world of words spoken through waka poetry and prose. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『源氏物語』における宇治十帖、浮舟巻の位置 

2. 浮舟の手紙――その１ 

3. 浮舟の手紙――その２ 

4. 匂宮の侵入 

5. 春の日の語らい――匂宮と浮舟 

6. 宇治橋の贈答歌――すれ違う薫と浮舟 

7. 宇治川を渡る小舟――この浮舟ぞゆくへ知られぬ 

8. 雪、氷、中空――中空にてぞ我は消ぬべき 

9. 雲、雨、宇治川の増水 

10. 母との葛藤 

11. 密通の発覚と薫の詰問 

12. 浮舟惑乱 

13. 入水の決意 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に、『源氏物語』全体のあらすじ、宇治十帖や浮舟巻の概要を理解しておくこと。 

講義の進度に合わせて、浮舟巻の原文を自分で読み進めること。 

常に感想や疑問点などをメモしておくこと。 

レポートのテーマを決めて、調査・研究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(72%)/授業への参加態度(28%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

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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■AT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT202／日本文学講読 ２ 

(Reading in Japanese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教説話の講読を通して、仏教の世界観に対する認識を深めるとともに、古典文学の読解に必要な基礎知識を修得する。 

 

Reading Buddhist didactic tales will deepen students' understanding of the Buddhist world view, as well as provide basic 

knowledge necessary to reading classical Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「六道の文学」 

前近代における日本人の死生観、他界観は、仏教思想の強い影響のもとに発展したが、中でも、地獄に対する人々の関心は高

く、多くの書物や絵画で繰り返し取り上げられてきた。本講では、この地獄をはじめとする六道世界全体について、古代・中世の

仏教書、説話集、縁起書、地獄絵などを横断的に読み解き、その諸相を考究する。 

 

Literature about the Six Realms of Transmigration 

Japanese premodern notions of life, death, and other worlds were strongly influenced by Buddhist thought. Among these 

notions, people were particularly interested in the concept of hell, a topic that was repeatedly treated in many texts and images. 

This reading course explores not only hell, but the overall world of the Six Realms of transmigration, deciphering and exploring 

its many interpretations in classical and medieval Buddhist texts, didactic tale collections, and hell paintings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 仏教の世界観 1 

3. 仏教の世界観 2 

4. 地獄道 1 

5. 地獄道 2 

6. 地獄道 3 

7. 地獄道 4 

8. 地獄道 5 

9. 餓鬼道 

10. 畜生道・阿修羅道 

11. 人道 

12. 天道 

13. 極楽浄土（番外編） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業後は配布した資料を熟読し、紹介した参考文献に目を通しておくこと。また、授業で扱うものだけでなく、関連する作品を

積極的に探して読むこと。特に興味を持った作品については、自ら資料を集めて考察し、それをもとに最終レポート（3000 字以

上）を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・単位を修得するには、次の 2つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」となっているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性があ

る。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT203／日本文学講読 ３ 

(Reading in Japanese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

軍記物語のなかから、女性の姿を扱う著名な場面を取りあげて精読し，日本中世に生み出された軍記物語の特質について理解

する．あわせて，中世の散文文学を読み解くためのさまざまな視座や方法についての理解を深める． 

 

From the Gunki Monogatari genre, famous scenes having to do with the appearance of women will be focused on, and through 

these readings the characteristics monogatari produced in Japan’s Middle Ages will be investigated. Along with this, other 

viewpoints and methods viable in reading Middle Age prose literature will be presented and developed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

軍記物語には，いくさが続く時代に生きた人間たちの姿が描き出されている．この授業では，中世の軍記物語に描かれる女性た

ちの姿と，その受け止められかたに着目し，いくつかの著名な場面を選んで順次精読していく．随時，歴史史料との対照，異本の

比較などをおこない，他の物語・説話などとの関係も視野に入れながら，『平家物語』をはじめとする軍記物語が長く読み継がれ

てきたことの意味を問いなおす． 

 

In the Gunki Monogatari genre, the lives of people living in this time of continued warfare are chronicled. In this class, the 

depiction of women in Middle Age narratives as well as their reception will be focused upon, and deep readings of several 

famous passages will be considered in turn. When necessary, comparisons with historical material, and variants texts will be 

undertaken, and starting with the Tale of the Heike, connections with other narratives and tales will be considered in 

interpreting why Gunki Monogatari continued to be read in a new fashion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 軍記物語の成立と伝播 

2. 祇王と仏――『平家物語』巻第一「祇王」 

3. 小督――『平家物語』巻第五「小督」 

4. 平維盛の北の方――『平家物語』巻第七「維盛都落」 

5. 小宰相――『平家物語』巻第九「小宰相」 

6. 源為義の北の方――『保元物語』 

7. 中間まとめ 

8. 常葉・前篇――『平治物語』 

9. 常葉・後篇――『平治物語』 

10. 内裏女房――『平家物語』巻第十「内裏女房」 

11. 建礼門院平徳子――『平家物語』灌頂巻「六道之沙汰」 

12. 巴御前――『源平盛衰記』 

13. 横笛――『平家物語』巻第十「横笛」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修を機に，『平家物語』『保元物語』『平治物語』のいずれかを通読することをすすめる． 

「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のコメント(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日下力・鈴木彰・出口久徳、2005、『平家物語を知る事典』、東京堂出版 (ISBN:ISBN978-4-490-10664-0) 
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2. 大津雄一他編、2010、『平家物語大事典』、東京書籍 (ISBN:ISBN9784487799831) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回のみ対面式、その他はオンライン（オンデマンドとライブ視聴型を併用）での開講を予定。ただし、その時点での社会状況と大

学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立教時間」で告知する案内を必ず参照

すること。 

 

注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT204／日本文学講読 ４ 

(Reading in Japanese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『宇治拾遺物語』のなかから，いくつかの場面を取りあげて精読し，日本中世に生み出された説話の特質について理解する．あわ

せて，中世の散文文学を読み解くためのさまざまな視座や方法についての理解を深める． 

 

From Ujisyui monogatari, students will closely read prominent scenes, and gain understanding of the characteristics of setsuwa 

born in Japan's Middle Ages. At the same time, they will deepen their understanding of various perspectives and methods for 

interpreting medieval prose literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに中世の説話と説話集について概説したのち，『宇治拾遺物語』に収められたさまざまな説話を横断的に読み進める．各

回ごとのテーマを設定し，一つの説話を入口として，関連話を読み進める．随時、他ジャンルの文芸、絵画、芸能等にも目を配り，

説話世界の広がりと奥行きを立体的に把握していく． 

 

After a general overview of the various collections of folktales from the Middle Ages, we will read a variety of tales from the Uji 

Shui Monogatari. For each class there will be a theme set, and from one specific tale as an introduction, we will continue with 

reading other related tales. As necessary, materials from other literary genres, painting, among other arts will be referred to and 

brought up, as part of fostering an understanding of the world of folktales in both horizontal extension and its depth in a three 

dimensional manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世説話について 

2. 異類――「鬼に瘤取らるる事」 

3. 動物――「五色の鹿の事」 

4. 神仏――「柿の木に仏現ずる事」 

5. 僧――「空入水したる僧の事」 

6. 女性――「清水寺の御帳給はる女の事」 

7. 中間まとめ 

8. 盗人――「保輔盗人たる事」 

9. 武士――「河内守頼信、平忠恒を責る事」 

10. 日本――「頼時が胡人見たる事」 

11. 異国・異域――「虎の鰐取りたる事」 

12. 能説――「忠胤僧都、地主権現説法の事」 

13. 秘術――「晴明蛙を殺す事」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 説話を読むための基礎力を身につけるために，各自で関連説話や参考文献を幅広く読み進め，レポート執筆につなげること． 

 履修を機に，『宇治拾遺物語』をはじめとする中世の説話集のいずれかを通読することをすすめる． 

 

※「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 1552 - 

1. 小林保治ほか校注・訳、1996、『新編日本古典文学全集『宇治拾遺物語』』、小学館 (ISBN:ISBN 978-4096580509) 

その他は授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業の際に注意事項を伝える． 

初回のみ対面式、その他はオンライン（オンデマンドとライブ視聴型を併用）での開講を予定。ただし、その時点での社会状況と大

学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立教時間」で告知する案内を必ず参照

すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT205／日本文学講読 ５ 

(Reading in Japanese Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学を通してちょっと昔の日本の文化を知ろう。 

 

Let's know a little old Japanese culture through literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸初期の文学をいくつか読むことによって、「浮世」という言葉に象徴される江戸文化について学びます。 

 

By reading some early Edo literature, you will learn about the Edo culture symbolized by the word "Ukiyo." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オンライン授業の概要と成績評価方法などを聞く。 

2. 「浮世」について概要を知る。 

3. 仮名草子について概要を知る。 

4. 『竹斎』を読む（１） 

5. 『竹斎』を読む（２） 

6. 『あづま物語』を読む（１） 

7. 『あづま物語』を読む（２） 

8. 『露殿物語』を読む（１） 

9. 『露殿物語』を読む（２） 

10. 『是楽物語』を読む（１） 

11. 『是楽物語』を読む（２） 

12. 『浮世物語』を読む（１） 

13. 『浮世物語』を読む（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で伝えた資料には、必ず目を通してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

安原眞琴公式ホムページ 

http://www.makotooffice.net/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT206／日本文学講読 ６ 

(Reading in Japanese Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
丹羽 みさと(NIWA MISATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、近世作品とそれを翻案した近代作品を比較し、近代作家たちの古典解釈や典拠との差異などについて理解を深め

るとともに、現代に至る近世作品受容の経緯について把握することを目標とする。 

 

In this lecture, We mainly deal with modern works adapted from Edo period works. 

The goal is to deepen the understanding of the differences between classical interpretations and original works by modern 

artists.And to understand how Edo period works have been read to the present day. 

 

授業の内容（Course Contents） 

恋の為に放火をして、火刑で死んでいった「八百屋お七」を主として扱う。典拠とされた井原西鶴や紀海音作品など、近世作品の

バリエーションを理解し、それらを再編した近代作家達の着眼点や構成力などに注目していく。各作品の「新しさ」と「面白さ」など

について、時代背景と共に解説を行う。受講者は自らの「読解」を小レポートとして提出し、最終的には近世作品と近代作品の性

質の違いを魅力を明確に区別できるようにする。同時に、近世資料が現在に伝わるまでの紆余曲折や介在する人々の営為につ

いても学習する。 

 

Treated mainly as a "Oshichi the greengrocer's daughter" .  

She set the house on fire for love and was sentenced to death.  

What aim in the class is understanding the variations of Edo period works, such as Ihara Saikaku's works, and the focus and 

composition of modern artists who have reorganized them. 

Explains the "newness" and "interest" of each work, along with the background of the times. 

Students submit their "reading comprehension" as a small report. At the end, students should be able to distinguish the 

differences between Edo and modern works.You will also learn about the history of Edo works and the people involved. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 井原西鶴『好色五人女』 

3. 紀海音「八百屋お七」 

4. 『天和笑委集』、馬場文耕『近世江戸著聞集』 

5. 真山青果「元禄巷談」（明治 43年）  

6. 真山青果「八百屋お七」（昭和 8年） 

7. 岡本綺堂「お七」（明治 44 年） 

8. 長田秀雄「お七吉三」（大正 2 年） 

9. 近世随筆に見る「八百屋お七」 

10. 山崎紫紅「八百屋お七」（大正 3年） 

11. 吉井勇「八百屋お七」（大正 5 年） 

12. 江戸川乱歩「押絵と旅する男」（昭和 4 年） 

13. 太宰治「哀蚊」（昭和 4 年） 

14. 明治初期の「八百屋お七」諸作品 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品については事前に読んでおくこと。 

授業内で小レポートを課すので、予習の習慣を付けておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及び小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

現在では入手しにくい資料の為、テキストは授業時に配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 竹野静雄、昭和 61 年、『近代文学と西鶴』、新典社 

2. 暉峻康隆ほか校注・訳、平成 8 年、『井原西鶴集１』、小学館 

3. 丹羽みさと、令和 2 年、『八百屋お七論』、新典社 

この他の参考文献は、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち１回のみ対面実施予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT207／日本文学講読 ７ 

(Reading in Japanese Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧のもつ滑稽さや卑俗さ、自然と人間のかかわり、先行文芸の需要のありさまなどを明らかにし、俳諧の本質や特徴について

把握します。また、初期俳諧の変遷を通史的にとらえることで、近世の日本文化についての理解を深めます。 

 

The course will clarify the humorousness and vulgarity inherent in haikai, the relationship between nature and humans, and the 

demand for artistic precedents, in order to grasp the essence and characteristics of haikai. In addition, students will deepen 

their understanding of modern Japanese culture by understanding transitions in early haikai in terms of its complete history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世に入り爆発的に流行した俳諧は、当時の、そしてその後の日本文化に大きな影響をあたえました。俳諧は、五・七・五（上句）

と七・七（下句）を交互に付けてゆく連歌の形式のなかに、〈俗〉の要素を多分に取り込んだ文芸です。授業では、近世初期の俳諧

のなかから代表的な作品を選び、俳諧を解釈するうえでの重要なポイントについて説明したのち、ことばの連なりのなかに織り込

まれている数々の意味を読み解きます。 

 

Haikai saw an explosion of popularity in the early modern period, and had a great influence on Japanese culture at the time and 

later as well. Haikai is a literary art that liberally incorporates elements of the commonplace in the form of a poetic series that 

alternates between 5-7-5 (kaminoku) and 7-7 (shimonoku). This class will select representative works from early modern haikai, 

explain key points in the interpretation of haikai, and decode the numerous meanings embedded in the strings of words. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世初期俳諧史 

3. 俳諧の作法（１） 

4. 俳諧の作法（２） 

5. 貞門俳諧（１） 

6. 貞門俳諧（２） 

7. 談林俳諧（１） 

8. 談林俳諧（２） 

9. 談林俳諧（３） 

10. 元禄俳諧（１） 

11. 元禄俳諧（２） 

12. 蕉風俳諧 

13. 雑俳 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時の指示に従い、事前に作品や資料を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回の授業内容へのコメント(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 乾裕幸ほか、2001、『連句への招待〔新版〕』、和泉書院 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には水曜日に公開予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT208／日本文学講読 ８ 

(Reading in Japanese Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高等学校教科書に掲載された『新古今和歌集』の和歌の読解をとおして新古今時代の和歌の特徴について考える。 

 

Think about the waka of the shinkokin era using the waka of "Shin Kokin Wakashu" published in high school textbooks as 

teaching materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は和歌史上屈指の華麗さで知られ、『古今和歌集』より続く王朝和歌の美意識の集大成ともいえる。この『新古

今和歌集』は『万葉集』『古今和歌集』と合わせて高等学校の国語教科書に掲載されていることが多い。本授業では高等学校国

語教科書に掲載された『新古今和歌集』の和歌の分析をとおして新古今時代の和歌の特徴について考える。併せて現代におい

て『新古今和歌集』がどのように享受されているかについても考えたい。 

 

Shinkokin Wakashu is considered among the most exquisite in the history of waka, and is positioned as the culmination of the 

aesthetic sense of Waka in the Heian era.This "Shin Kokin Wakashū" is often published in high school national language 

textbooks together with "Manyoshu" and "Kokin Wakashu".In this course we will consider the characteristics of waka of the 

shinkokin era using the waka "Shin Kokin Wakashū" published in high school Japanese language textbooks as teaching 

materials.At the same time, think about how "Shin Kokin Wakashu" is enjoyed in modern times. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 春の歌(1) 

3. 春の歌(2) 

4. 夏の歌(1) 

5. 夏の歌(2) 

6. 秋の歌(1) 

7. 秋の歌(2) 

8. 冬の歌(1) 

9. 冬の歌(2) 

10. 恋の歌(1) 

11. 恋の歌(2) 

12. その他の歌(1) 

13. その他の歌(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『新古今和歌集』の概略について概説書や事典等で確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業時のコメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配付プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT210／漢文学講読 ２ 

(Reading in Chinese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
宋 カン(SONG HAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【知識・理解】 

(1)講読を通じて、中国古典文の基礎的な事柄について理解し、説明できる 

(2)返り点、送り仮名のついた漢⽂を読むために必要な事柄について理解を深める 

 

【態度】 

漢文の表現上の特⾊を味わいながら読むようにつとめる 

 

【技能】 

漢⽂読解に必要な辞書・データベースを利⽤することができる   

 

The purposes of this course are to: 

(1) Obtain basic knowledge about the 

Literary Chinese（文言文） and Kanbun(漢文）. 

(2) Understand and use the various conventional reading punctuation, diacritical, and syntactic markers specific to reading 

Kanbun. 

(3) Be capable of using Chinese-Japanese dictionaries and related databases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢文学は純粋な外国文学ではありません。古代より日本人の心の表現として、またいわゆる和文学にインスピレーションを与える

ものとして重視されてきました。日本文学のもう一つの顔としての漢文学を考えてゆきたいと思います。  

 

Since ancient times, Kanbun has been valued as a way of expressing the Japanese mind and as an inspiration for so-called 

Japanese literature since it is not typical foreign literature for the Japanese tradition. This course examines the "other faces" 

of Japanese literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 中国文学、漢文学と日本文学 

2. 近代小説と漢文脈 政治小説から『吾輩は猫である』まで 

3. 小説家の漢詩を読む① 夏目漱石・森鴎外・永井荷風  

4. 小説家の漢詩を読む② 夏目漱石・森鴎外・永井荷風 

5. 漢文日記から日記文学へ 土佐日記 

6. 平安朝における漢文の意義 菅原道真と紀貫之 

7. 白居易と平安朝文学 和漢朗詠集を中心に 

8. 唐詩選読① 李白 

9. 科挙と中国文学 

10. 唐詩選読② 杜甫 

11. 唐詩選読③ 李商隠 

12. 白話小説の世界 三国志演義・水滸伝・西遊記 

13. 森鴎外の舞姫と才子佳人小説 

14. 日本文学における漢文学の意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

合計 60 時間 

中国史の基礎知識を覚えること 

授業時に紹介した作品を読んでおくこと 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/課題提出(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で適宜配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 川合康三、2015、『新編 中国名詩選』、岩波書店 (ISBN:9784003700013) 

2. 齋藤希史、2014、『漢文脈と近代日本』、角川書店 (ISBN:9784044081089) 

3. 多田一臣、藤原克己、2009、『日本の古典 古代編』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595309090) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語は慎むこと 

 

注意事項（Notice） 
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■AT211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT211／漢文学講読 ３ 

(Reading in Chinese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安朝漢文の講読を通して、日本文化に対する理解を深めるとともに、漢文を読むための基礎力を養う。 

 

By reading Heian-period kanbun, students will deepen their understanding of Japanese culture, while developing basic skills 

necessary to reading kanbun. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「漢文と日本文化」 

平安時代の碩学大江匡房が撰述した漢文文献を講読し、平安貴族や僧侶の生活、信仰、思想などについて考察する。また、

様々な観点から日本文化を把握できるよう、関連する説話や資料を多数取り上げて解説する。 

 

Kanbun and Japanese Culture 

In this lecture, we will read the kanbun writings compiled by the great Heian-period scholar Ōe no Masafusa, in order to 

consider the lives, worship practices, and thought of Heian aristocrats and Buddhist monks. We will also read various related 

legends and source materials to better understand Japanese culture at the time from various perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 漢字・漢文学の基礎知識 1 

3. 漢字・漢文学の基礎知識 2 

4. 平安朝漢文学の世界 1 

5. 平安朝漢文学の世界 2 

6. 『本朝神仙伝』1 

7. 『本朝神仙伝』2 

8. 『本朝神仙伝』3 

9. 『本朝神仙伝』4 

10. 『本朝神仙伝』5 

11. 『本朝神仙伝』6 

12. 『続本朝往生伝』 

13. 『狐媚記』 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業後は配布した資料を熟読し、紹介した参考文献に目を通しておくこと。また、授業で扱うものだけでなく、関連する作品を

積極的に探して読むこと。特に興味を持った作品については、自ら資料を集めて考察し、それをもとに最終レポート（3000 字以

上）を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・単位を修得するには、次の 2つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 
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・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」となっているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性があ

る。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1573 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1574 - 

■AT237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1575 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1576 - 

■AT238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1577 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1578 - 

■AT239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1579 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1580 - 

■AT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1581 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1582 - 

■AT242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1583 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1584 - 

■AT243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1585 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1586 - 

■AT245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1587 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1588 - 

■AT246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1589 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1590 - 

■AT247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1591 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1592 - 

■AT248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1593 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1594 - 

■AT249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1595 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1596 - 

■AT251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1597 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1598 - 

■AT252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1599 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1600 - 

■AT253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1601 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1602 - 

■AT255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1603 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1604 - 

■AT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1605 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1606 - 

■AT257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1607 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1608 - 

■AT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1609 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1610 - 

■AT259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will undertake preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 

 - 1611 - 

社会情勢や参加者の意向によって、オンライン等での指導になることもあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1612 - 

■AT301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT301／文学講義 ３０１ 

(Lectures on Literature 301) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代 1 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【4/1 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載

するので必ず事前に確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代の神々の物語を読解しながら、あわせて後の時代に展開された多様な〈注釈〉に注目することで、神話に対する新たな見方

を探る。 

 

While reading classical stories about Japanese kami, we will focus on the many “chūshaku” (notes, commentaries, and 

interpretations) that developed later, searching for new ways of approaching myths. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「神話と〈注釈〉」 

神話は、自らを取り巻く世界を説明する原理として人間が生み出したものである。日本においては、『古事記』や『日本書紀』に収

められた古代の神話がよく知られている。しかし、神話とは、決して固定化されたものではなく、時代の変化の中で読み替えられ、

様々に変容していくという性質をもっている。本講義では、『古事記』『日本書紀』に描かれた神々を取り上げ、その諸相を分析す

るとともに、後世の〈注釈〉をたどることで、ダイナミックに変貌を遂げる神話を多面的に読み解いていく。 

 

Myths and “Chūshaku” 

Myths were born of humanity's basic need to understand the surrounding world. In Japan the classical myths compiled in Kojiki 

and Nihon shoki are well known. However, myths are not stable. How they are read changes with the times, and this mutability 

seems to be an intrinsic part of their nature. In this lecture course, we will consider various kami that are described in Kojiki and 

Nihon shoki. While analyzing these descriptions, we will read and explore the “chūshaku” (notes, commentaries, and 

interpretations) of later generations to see the many dynamic ways that they transformed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本神話をよむための基礎知識 

3. 天地開闢 

4. イザナキ・イザナミ 

5. ヒルコとツクヨミ 

6. アマテラス 1 

7. アマテラス 2 

8. スサノヲ 1 

9. スサノヲ 2 

10. 天孫降臨と三種神器 1 

11. 天孫降臨と三種神器 2 

12. 天孫降臨と三種神器 3 

13. 海幸・山幸 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業後は配布した資料を熟読し、紹介した参考文献に目を通しておくこと。また、授業で扱うものだけでなく、関連する作品を

積極的に探して読むこと。特に興味を持った作品については、自ら資料を集めて考察し、それをもとに最終レポート（4000 字以

上）を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスシート(30%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 



 

 - 1613 - 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・単位を修得するには、次の 2つの条件を満たす必要がある。①全 14 回中 3 分の 2 以上の出席、②最終レポートの提出。 

・詳しい授業の進め方については、初回の授業時に説明する。 

・この授業は「対面科目」となっているが、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、一部オンラインで実施する可能性があ

る。 

・授業に関する情報は、立教時間や Blackboardに掲載するので、受講前に必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1614 - 

■AT303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT303／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

Students will understand the historical flow of Heian period literature up to the creation of Genji Monogatari (The Tale of Genji), 

the peak of narrative literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

 Amid an emphasis on classical Chinese studies in the early Heian period, Japanese culture gradually came under a renewed 

recognition. Together with the development of kana, the dormant art of waka was reconstructed. This marked the birth of the 

Kokin Wakashu anthology of waka. Subsequently, through poetic tales centered on waka poems concerning existing persons, as 

well as individual anthologies, creative fiction, diaries, and essay literature, Genji Monogatari came into being in the middle part 

of the Heian period. 

 The course will outline the flow of the history of Heian period literature up to Genji Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』など 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりであるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にしか

すぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(72%)/授業への参加態度(28%) 

レポートは、自分独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT304／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代４ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

The course will investigate citations of prior literature in Genji Monogatari, to understand the tale’s presence within the flow of 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

 Genji Monogatari is related to prior literary works such as waka, Chinese poetry, and tales, through its citations of these. 

Guided by the cited representations, readers gain appreciation of the unique world of Genji Monogatari, superimposing the world 

of the prior literary works that lie behind it, feeling the common points and differences among these, and reading the meanings 

that emerge. 

 The course will shed light on the landscape of literary history made visible in retrospect from Genji Monogatari, by exploring 

the nature of the citations of prior literature in the tale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（３） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。 

『源氏物語』全体の概略を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(72%)/授業への参加態度(28%) 

レポートは、自分独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 
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適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT305／文学講義 ３０５ 

(Lectures on Literature 305) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世１ 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『平家物語』にみえるさまざまな説話を読み解くことで，いくさ・戦争が続く時代とその渦中にあった人間の姿を表現する中世文学

の様相を把握し，文学史への理解を深める． 

 

By reading many of the tales recorded in the Tale of the Heike, the form of people in an age of continuing war and warfare as 

expressed in Middle Age literature will be taken as an aspect of the literature of that era, and a better understanding of literary 

history will be developed. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『平家物語』は古代以来の文学史・表現史を踏まえて生み出され，成立したのちにはさまざまに作りかえられ，後世の多くの文芸

に素材を提供していった．この授業では，毎回テーマに即して物語に収められた説話を精読し，そこから問題点を把握していく．

その際，『平家物語』がいくさを扱う物語であることには注意を払う． 

 

The Tale of the Heike was created on top of a literary and expressive history stretching back to antiquity, and after being 

created, has been re-creating in many guises, as well as providing the material for many of the literature works of subsequent 

generations. In this course, each class we will read a variety of folktales centered on a theme, and grasp the problems found 

therein. While doing so, we will pay close attention to the Tale of the Heike as a tale depicting war. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ概説、『平家物語』と説話・表現史 

2. 夢想・夢告 

3. 六道輪廻 

4. 海を渡る 

5. 異類との出会い 

6. 望郷の思い 

7. 中間まとめ 

8. 恥 

9. 怒りと恨み 

10. 問答と論争 

11. 子ども 

12. 和歌の力 

13. 神仏との対話 

14. きょうだい 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品・参考文献などを，各自で幅広く読み進め，レポート執筆につなげること．レポートでは、まず第一に、自分で

作品を読んだ成果をまとめることを求める。そのため、レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めるこ

と． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回のコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明編、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:ISBN978-4-642-08262-4) 

2. 鈴木彰・三澤裕子編、2015、『いくさと物語の中世』、汲古書院 (ISBN:ISBN9784762936197) 
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その他は授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

各回で扱う場面の原文を含めた資料を掲載したプリントを配布し、それに基づいて講読を進める。 

初回のみ対面式、その他はオンライン（オンデマンドとライブ視聴型を併用）での開講を予定。ただし、その時点での社会状況と大

学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立教時間」で告知する案内を必ず参照

すること。 

 

注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT306／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世２ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講座は、古代・中世・近世における「地誌」をテーマとし、これらを通史的・総合的に捉えることを目標とするものである｡ 

また、それらの作品に描かれた内容・説話的伝承を読むことで､ 古典文学の主要モチーフ (型) に対する理解を深める｡  

 

The theme of this course is "Regional geography" in Japanese ancient literature, medieval literature, and early modern 

literature. 

Students will learn these texts historically and comprehensively. 

In addition, Students will deepen their understanding of the main motifs (types) of classical literature by reading the narrative  

Literary (Setsuwa)  depicted in those texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代から中世、近世初期までに作成された地誌を中心に取り扱う。古典文学における地誌とは一体どのようなものなのかを理解

したうえで、まず風土記の説話を読んでゆく。 

風土記の記述内容を理解したうえで、中世に至ってそれらがいか様に享受されたのか､中世の地誌的は古代のそれとどのような

点で異なるのか等を学習する。 

また、中世は地誌とは異なり、紀行文が発達した時代だといえる。紀行文の様相を取り上げながら、最終的に近世初期の地誌を

概観する。 

地域の昔話・伝説として地誌の記述を享受する自分たちに､これらは一体どのような影響を及ぼしているのかを主体的に考えな

がら､ 授業に臨んでほしい｡ 

さらに、同時代の近隣諸国の文学的展開を知ることは､ 日本文学が決して単独・独自のものとしてあるのではなく､  

大きく ｢東アジア文学｣ の一部として存在していることを理解することにもなる｡  

そういった意味で､琉球の地誌と、琉球を対象とした日本・中国等の地誌も併せて考みたいと思う。 

 

This course focuses on regional geography created from ancient times to the early modern period in Japan. 

First, students learn about Fudoki (the work of ancient Japanese literature) in order to think about what a regional geography is 

in Japanese classical literature. 

Next, we will learn how Fudoki was accepted in the Middle Ages of Japan. 

Also, the Middle Ages of Japan was a time when travelogues (kikou) developed.In this course, we will also consider the 

travelogue (kikou). 

And finally, students will learm an overview of a  regional geography in Japan's early modern. 

Students should take the initiative to think about how these regional geographies affect themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：この授業のテーマについて 

2. 概論：地誌とは何か、風土記・紀行文とは何か 

3. 風土記の伝承をよむ１ 

4. 風土記の伝承をよむ２ 

5. 風土記の伝承をよむ３ 

6. 中世の地誌的世界と風土記の受容１ 

7. 中世の地誌的世界と風土記の受容２ 

8. 中世の地誌的世界と風土記の受容３ 

9. 中世地誌の転換（中世地誌と紀行文）１ 

10. 中世地誌の転換（中世地誌と紀行文）２ 

11. 地誌の近世的展開１（近世地誌の発生） 

12. 地誌の近世的展開２（地元へのまなざし） 

13. 地誌の近世的展開３（異国へのまなざし） 

14. 東アジアの地誌を考える（琉球ほか） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートは、授業を受講することで生まれた自分なりの「問い」を調査・研究することが求められる。配布された資料を復習す

るほか、授業で示された参考文献等を積極的に読み進めるなどして、レポートの執筆につなげること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度（出席等）(30%)/授業コメント（中間レポート）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内容が広範なため、授業毎に適宜プリントを用意して配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業の内容が複数テーマ・時代にまたがるため､ 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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■AT307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT307／文学講義 ３０７ 

(Lectures on Literature 307) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧 1 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』の四季歌を読むことを通して、和歌の特質についての理解を深める。 

 

The purpose of this course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by reading the 

poems made about the nature and scenery included in "Shinkokin waka syu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は八番目の勅撰和歌集である。『新古今和歌集』では、四季の歌は季節の進行に従って配列されている。この講

義では、『新古今和歌集』の春・夏・秋・冬の巻に収められた歌を読み解く。初回と二回目の講義では、古典和歌と『新古今和歌

集』について、四季の歌に重点を置いた概説を行う。その後は、巻の進行に従って読み進める。 

 

"Shinkokin waka shu" is the eighth imperial waka poetry collection. In "Shinkokin waka shu″the poems  about the nature and 

scenery are arranged in the order of seasonal transition.  In this course, students are expected to read the seasonal poems 

included in the volumes of four seasons of  "Shinkokin waka shu".  The first and second sessions deal with outline lectures on 

the waka poems and "Shinkokin waka shu", focusing on poems of the four seasons.  After these, students are required to 

progress through to read the volumes.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 四季を詠んだ和歌について 

2. 『新古今和歌集』の四季歌について 

3. 『新古今和歌集』春部の和歌を読み解く （１）  

4. 『新古今和歌集』春部の和歌を読み解く （２） 

5. 『新古今和歌集』春部の和歌を読み解く （３） 中間テスト第１回 

6. 『新古今和歌集』春部の和歌を読み解く （４） 

7. 『新古今和歌集』夏部の和歌を読み解く （１） 

8. 『新古今和歌集』夏部の和歌を読み解く （２） 中間テスト第２回 

9. 『新古今和歌集』秋部の和歌を読み解く （１） 

10. 『新古今和歌集』秋部の和歌を読み解く （２） 

11. 『新古今和歌集』秋部の和歌を読み解く （３） 中間テスト第３回 

12. 『新古今和歌集』秋部の和歌を読み解く （４） 

13. 『新古今和歌集』冬部の和歌を読み解く （１） 

14. 『新古今和歌集』冬部の和歌を読み解く （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義は、前回までの講義の理解を前提として行われる。したがって、十分な復習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト第１回(20%)/中間テスト第２回(20%)/中間テスト第３回(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT310／文学講義 ３１０ 

(Lectures on Literature 310) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧 4 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今和歌集』の恋歌を読むことを通して、和歌の特質についての理解を深める。 

 

The purpose of this course is for students to deepen their understanding of the characteristics of waka poetry by reading the 

poems made about love included in "Shinkokin waka shu". 

 

授業の内容（Course Contents） 

『新古今和歌集』は八番目の勅撰和歌集である。『新古今和歌集』では、恋の歌は恋の進行に従って配列されている。この講義で

は、『新古今和歌集』の恋一から恋五の巻に収められた歌を読み解く。初回と二回目の講義では、古典和歌と『新古今和歌集』に

ついて、恋歌に重点を置いた概説を行う。その後は、巻の進行に従って読み進める。 

 

"Shinkokin waka shu" is the eighth imperial waka poetry collection. In "Shinkokin waka shu″the poems  about love were 

arranged according to the development of love.  In this course, students are expected to read the love poems included in the 

volumes from 'love 1' to 'love 5' of  "Shinkokin waka shu".  The first and second sessions deal with outline lectures on the 

waka poems and "Shinkokin waka shu", focusing on love poems.  After these, students are required to progress to read 

through the volumes.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 恋を詠んだ和歌について 

2. 『新古今和歌集』の恋歌について 

3. 『新古今和歌集』恋一の和歌を読む （１） 

4. 『新古今和歌集』恋一の和歌を読む （２） 

5. 『新古今和歌集』恋二の和歌を読む （１） 中間テスト第１回 

6. 『新古今和歌集』恋二の和歌を読む （２） 

7. 『新古今和歌集』恋三の和歌を読む （１） 

8. 『新古今和歌集』恋三の和歌を読む （２） 中間テスト第２回 

9. 『新古今和歌集』恋三の和歌を読む （３） 

10. 『新古今和歌集』恋四の和歌を読む （１） 

11. 『新古今和歌集』恋四の和歌を読む （２） 中間テスト第３回 

12. 『新古今和歌集』恋四の和歌を読む （３） 

13. 『新古今和歌集』恋五の和歌を読む （１） 

14. 『新古今和歌集』恋五の和歌を読む （２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義は、前回までの講義の理解を前提として行われる。したがって、十分な復習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト第１回(20%)/中間テスト第２回(20%)/中間テスト第３回(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT311／文学講義 ３１１ 

(Lectures on Literature 311) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世１ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仮名草子・浮世草子・前期読本を中心に、近世前期小説の変遷を通史的に追い、それぞれの特徴を理解しながら、近世文学を

読み解くための基礎的方法を身につける。各作品をさまざまな視点から読み解き、その成立の背景を知ることによって、江戸時

代の社会や文化に対する理解を深める。 

 

Focusing on kanazoshi, ukiyozoshi and earlier yomihon, the class will follow changes in early modern novels throughout history. 

While learning about the characteristics of each, students will acquire fundamental methods for reading and interpreting early 

modern literature. By reading and interpreting works from various perspectives and learning about the background behind their 

formation, students will deepen their understanding of the society and culture of the Edo period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世前期小説の代表的作品を読む。俳諧や出版メディア、先行文芸とのかかわりをも視野にいれ、各作品を多角的に読解、分

析する。 

 

Students will read representative works from early modern novels. Students will read and analyze each work from various 

angles, with a view to the relationships with haikai, publishing media, and prior literary art. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 中世・近世の古典学について（１） 

3. 中世・近世の古典学について（２） 

4. 俳諧について（１） 

5. 俳諧について（２） 

6. 仮名草子を読む（１） 

7. 仮名草子を読む（２） 

8. 西鶴の浮世草子を読む（１） 

9. 西鶴の浮世草子を読む（２） 

10. 西鶴の浮世草子を読む（３） 

11. 西鶴以後の浮世草子を読む 

12. 前期読本を読む（１） 

13. 前期読本を読む（２） 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回リアクションペーパーの提出を求めます。これにより出欠管理もします。その他、随時予習課題を課します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には木曜日に公開予定。 
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注意事項（Notice） 
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■AT312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT312／文学講義 ３１２ 

(Lectures on Literature 312) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世２ 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 400 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史に埋もれた仮名草子という文学ジャンルを掘り起こしてみましょう。 

 

The aim of this course is to discover the literary genre Kana Zoshi, which has been buried in history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

仮名草子とは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて作られた文学的な作品の総称です。この激動の時代に、いったいどん

な作品が作られたのでしょうか。仮名草子は、歴史に埋もれて、現在ではわずかな人しか知らないですが、江戸文学を形作った

重要な作品が少なくないので、しっかり学習しましょう。 

 

Kana Zoshi is a collective term for literary works created from the late Sengoku period to the early Edo period. What kind of 

work was made in this turbulent era? Kana Zoshi is buried in history, and only a few people know at the moment, but many 

important works have shaped Edo literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／授業内容と成績評価を概説する。 

2. 仮名草子について概説する。 

3. 仮名草子の時代背景と印刷文化について概観する。 

4. 仮名草子の作品群と作者について概観する。 

5. 仮名草子の研究史を概観する。 

6. 仮名草子の作品を読む（１）。 

7. 仮名草子の作品を読む（２）。 

8. 仮名草子の作品を読む（３）。 

9. 仮名草子の作品を読む（４）。 

10. 仮名草子の作品を読む（５）。 

11. 仮名草子と隣接諸学について概観する。 

12. 仮名草子とその後の江戸文学について概観する。 

13. 仮名草子の挿絵について概観する。 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で伝えた資料には、必ず目を通してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めず、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

■安原眞琴公式ホームページ 

http://www.makotooffice.net/ 

■2020 年度文学講義 330 と少し重なる部分もありますが内容は異なります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT313／文学講義 ３１３ 

(Lectures on Literature 313) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代１ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と映画、および隣接する諸芸術との相関関係について学ぶ 

この学びを関東大震災後の日本文学の理解を深めるためにつなげていく 

 

This course introduces correlation between literature, film, and various adjacent art genres. 

 

授業の内容（Course Contents） 

こんな時だから、文学と映画と諸芸術! 

Youtube , amazon プライムなどを駆使して、こんな時代だからこそ映画を見よう。 

そして映画と文学について考えよう。 

１９２０年代以降のモダニズム文学と映画、そして隣接する諸芸術（美術、演劇、音楽、建築、舞踊など）とは、どのように交流し、

越境し、変容していったかを学ぶ。 

特にサイレント映画、白黒映画の魅力と読解のポイントを理解する。 

また新しいメディアと感性が、文学に何をもたらしたかについても考える。 

 

This course participants watch movies using tools such as Youtube and Amazon Prime. 

And this course introduces representation and narrative about film and literature. 

In particular, participants learn the relationship between modern literature since the 1920s, movies, and adjacent arts (painting 

art, theater, music, architecture, dance, etc.). Learn how literature, film, and adjacent arts interacted, crossed borders, and 

transformed. 

In particular, participants will be able to understand the appeal of silent movies and monochrome movies and the points of 

reading comprehension. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「カリガリ博士」と日本文学への衝撃 

3. 「朝から夜中まで」と表現主義の影響 

4. 「プラーグの大学生」とドッペルゲンガー 

5. 「狂った一頁」と新感覚派 

6. 「十字路」と日本映画の世界進出 

7. 「古きものと新しきもの」と映画と建築とプロパガンダ 

8. 「アレクサンドル・ネフスキー」とモンタージュ理論 

9. 「サーカス」と、日本文学のチャプリン受容 

10. 「赤い靴」と、映画とクラシック・バレエ 

11. 「雨に唄えば」とミュージカルの可能性 

12. 「黒蜥蜴」における映画と文学 

13. 「暗殺のオペラ」における、映画とオペラ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題映画を時間外に見る 

映像を見てリアクションペーパーを作成する 

最終レポートを執筆する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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一部 Amazon プライムを利用しますので、加入してください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

川崎賢子が編集委員を務める「２０世紀メディア研究所」のサイトです 

 

注意事項（Notice） 

【4/8 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT314／文学講義 ３１４ 

(Lectures on Literature 314) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代２ 

担当者名 

（Instructor） 
米山 大樹(YONEYAMA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「老い」をめぐる問題は喫緊の社会的課題であると同時に、日本文学における重要なモチーフである。「老い」を描いた小説の読

解を通して、日本近現代文学の表現について、考察する発想と問題意識を身につける。 

 

The issue of "aging" is not only a pressing social issue, but also an important motif in Japanese literature. Through reading 

novels that depict "aging," students will acquire an idea and awareness of the problems of expression in modern and 

contemporary Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では高度経済成長期から東日本大震災以後までの小説の読解を行う。高齢者をめぐる歴史的・社会的現象と文芸作品

との関係性を検討することで、日本近現代文学において「老い」がどのように描かれてきたのかを講義する。 

具体的には授業計画にある作家・作品を予定しているが、これらは暫定的なものであり変更もあり得る。 

 

In this course, we will study novels from the period of high economic growth to the period after the Great East Japan 

Earthquake. We will examine the relationship between historical and social phenomena surrounding the elderly and literary 

works, and lecture on how "aging" has been portrayed in modern and contemporary Japanese literature.  

Specifically, we plan to lecture on the authors and works listed in the course schedule, but these are tentative and subject to 

change. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、アンケート 

2. 「老い」に関する文学のキーワード（老人文学、エイジング批評、ケアなど） 

3. 深沢七郎「楢山節考」（1956）① 

4. 深沢七郎「楢山節考」（1956）② 

5. 高度経済成長期の文学に描かれた老い 

6. 室生犀星「蜜のあはれ」（1959年）① 

7. 室生犀星「蜜のあはれ」（1959年）② 

8. 1970 年以降の文学に描かれた老い 

9. 有吉佐和子「恍惚の人」（1972年）① 

10. 有吉佐和子「恍惚の人」（1972年）② 

11. 現代文学に描かれた老い 

12. 多和田葉子「献灯使」（2014 年）① 

13. 多和田葉子「献灯使」（2014 年）② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示されたテキストや授業内で紹介された参考文献を読む。 

授業時に指示された課題を提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/課題提出(40%)/コメントペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 有吉佐和子、1982、『恍惚の人』、新潮社 (ISBN:9784101132181) 

2. 多和田葉子、2017、『献灯使』、講談社 (ISBN:9784062937283) 

有吉佐和子『恍惚の人』、多和田葉子『献灯使』以外は、授業のなかで適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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授業のなかで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回及び最終回は対面実施とし、第 2 回から第 13 回はオンラインでの実施を予定している。ただし、社会状況や受講者の希望

を考慮し、変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT316／文学講義 ３１６ 

(Lectures on Literature 316) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語史 2 

担当者名 

（Instructor） 

舒 志田(SHU ZHITIAN) 

【変更前】平井 吾門(HIRAI AMON)(2021.5.18 変更) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の歴史について、通史的に理解できるようになること。また、日本語史を学ぶ意義についてしっかり考察できるようになるこ

と。 

 

Students will gain an understanding of the Japanese language throughout its history. In addition, they will become able to 

carefully consider the significance of learning the history of Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語の歴史（日本語史・国語史）について、時代を区切って解説していきます。時代時代に書かれたテキストを実際に読み解き

つつ、その時代らしさを日本語学の立場から考察することが求められます。 

 

This course will explain the history of Japanese (history of Japanese and of Japanese language study) across separate eras. 

Students will actually read and interpret texts written through the eras, and will be required to consider the nature of the eras 

from the perspective of Japanese linguistics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語史概説（意義・対象・方法など） 

2. 上代（奈良時代まで）日本語の表記・音韻―中国・朝鮮資料に見える「漢字音表記日本語」と万葉仮名 

3. 上代日本語の語彙・文法 

4. 中古（平安時代）日本語の表記・音韻―片仮名やいろは歌の成立 

5. 中古日本語の語彙・文法 

6. 中世前期（院政鎌倉時代）日本語の表記・音韻 

7. 中世前期日本語の語彙・文法―漢語の一般化と国語辞書の出現 

8. 中世後期（室町時代）日本語の表記・音韻―日葡辞書による日本語音韻の再認識 

9. 中世後期日本語の語彙・文法 

10. 近世日本語（江戸時代）の表記・音韻 

11. 近世日本語の語彙・文法―洋学と漢語による翻訳語 

12. 近代（明治以降）日本語の表記・音韻―文明開化と漢字廃止論、ローマ字表記 

13. 近代日本語の語彙・文法 

14. 現代日本語の諸相、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

歴史的事項を扱うため、高等学校までに学ぶ日本史の知識は必須である。未履修の者は、随時自学自習にて補うこと。また、高

等学校までに学ぶ国文法の知識も前提として話を進めるため、用言の活用や古語、歴史的仮名遣いについて必要があれば確認

しておくこと。講義には予習を以て臨み、復習を通じて理解を深めること。講義で触れられる部分は限られているため、図書館を

活用した幅広い独習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也、2017、『日本語全史』、筑摩書房 (ISBN:9784480069573) 

 

参考文献（Readings） 

1. 安部清哉ほか、2009、『シリーズ日本語史 2 語彙史』、岩波書店 (ISBN:9784000281287) 

2. 高山倫明ほか、2016、『シリーズ日本語史 1 音韻史』、岩波書店 (ISBN:9784000281270) 

3. 金水 敏ほか、2011、『シリーズ日本語史 3 文法史』、岩波書店 (ISBN:9784000281294) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会情勢その他によってオンラインでの対応となる場合もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT318／文学講義 ３１８ 

(Lectures on Literature 318) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
青木 慎一(AOKI SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈の読解に慣れ、本文の解釈や注釈史の把握に活かせるようになる。 

 

In this class, students will become familiar with classical commentaries, will learn how to interpret the main text, and will 

develop an understanding of the history of annotation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『源氏物語』には、平安時代から現代まで続く注釈の歴史がある。これらの注釈書を参照することで、解釈の違いや時代ごとの読

みなども見えてくる。本講義では、江戸時代の古注集成である『湖月抄』をもとに花宴巻を読んでいく。 

 

Genji monogatari has a long history of annotation stretching from the Heian Period all the way to the present. By carefulling 

consulting these commentaries, one will discover differences in the annotations as well as distinct interpretations within each 

historical period. In this course, we will read "Hana no En" through the lense of Kogetsushō, a collection of historical 

annotations compiled in the Edo period. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『源氏物語』の注釈史 

3. 花宴巻の読解（一） 

4. 花宴巻の読解（二） 

5. 花宴巻の読解（三） 

6. 花宴巻の読解（四） 

7. 花宴巻の読解（五） 

8. 花宴巻の読解（六） 

9. 花宴巻の読解（七） 

10. 花宴巻の読解（八） 

11. 花宴巻の読解（九） 

12. 花宴巻の読解（十） 

13. 花宴巻の読解（十一） 

14. 論述試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本文を熟読するとともに、注釈の記述で分からなかった箇所をきちんと調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは毎時終了前の２０分程度を使い、本時の気付き・考察・疑問点などを記入してもらう。なお、新型コロナウイル

スの感染状況により、筆記試験の実施が不可能な場合には平常点での評価とし、コメントペーパー（60%）・論述問題（40%）に基準

を変更するが、変更する際には別途周知する。 

 

テキスト（Textbooks） 

ＰＤＦまたはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤祥子、1986、『源氏物語の史的空間』、東京大学出版会 (ISBN:4130800531) 

2. 吉野瑞恵、2011、『王朝文学の生成 『源氏物語』の発想・「日記文学」の形態』、笠間書院 (ISBN:9784305705693) 

3. 浅尾広良、2016、『源氏物語の皇統と論理』、翰林書房 (ISBN:9784877374006) 

4. 湯淺幸代、2018、『源氏物語の史的意識と方法』、新典社 (ISBN:9784787942975) 
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5. 日向一雅、2004、『源氏物語―その生活と文化―』、中央公論美術出版 (ISBN:4805504625) 

6. 小嶋菜温子、1995、『源氏物語批評』、有精堂 (ISBN:4640310617) 

7. 植田恭代、2009、『源氏物語の宮廷文化―後宮・雅楽・物語世界』、笠間書院 (ISBN:9784305704597) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・古注釈を扱うため、高校学習程度の古文文法力が必須となる。  

・コメントペーパーの内容によっては、未提出同様の評価とする。 

・対面授業時の私語、途中退室等の行為に対しては厳しく対応する。 

 

※対面授業とオンライン授業（同時配信型）のどちらで行うかについては、 履修者数や感染状況を踏まえ、 

  初回のガイダンス（対面授業）で方針を示す。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT320／文学講義 ３２０ 

(Lectures on Literature 320) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学 4 

担当者名 

（Instructor） 
青木 慎一(AOKI SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「竹取物語絵」とともに『竹取物語』を読み解き、物語解釈や絵画化の傾向を把握する。 

 

In this class, students will learn how to interpret Taketori mongatari e and Taketori monogatari while developing an 

understanding of monogatari commentaries and the trends in visualizing monogatari. 
 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学史において、現存最古の物語である『竹取物語』を取り上げる。かぐや姫の物語としてよく知られているが、物語世界は

緻密な論理によって構成される。本講義では、『竹取物語』の構造や方法について考えるとともに、物語がどう読まれ、いかなる

印象を持たれていたかという点に注目する。主に近世前期に作られた「竹取物語絵」からは、本文をどのように解釈し描いたかが

読み取れるため、注釈書とともに物語解釈を知る手がかりとなる。言わば視覚化された注釈として絵を活用することで、本文や注

釈史のみではたどれない『竹取物語』の解釈やイメージを捉える。 

 

This class will focus on Taketori monogatari, the oldest existing monogatari in the history of Japanese literature. Popularly 

known as Kaguyahime monogatari, the story and the world of monogatari is the product of elaborate literary theory. In this 

class, in addition to thinking about the construction and methodological concerns of Taketori monogatari, we will also consider 

how the monogatari is read and what kind of impressions it may give. Judging from the Taketori monogatari e  created mainly in 

the early modern period, we will see how the main text was interpreted and then visualized. As a result, readings of the 

monogatari e will be crucial to our work as well as the monogatari commentaries. In other words, by making use of the picture 

scrolls and picture books as visual commentaries, we will develop an understanding of the interpretations and images of Taketori 

monogatari which would otherwise be missed by reading just the main text and history of commentaries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 竹取物語の構造と方法 

3. 竹取物語の語り 

4. 王朝物語絵概説 

5. かぐや姫の生い立ち・五人の求婚譚 

6. 五人の求婚者（続）・石作皇子の求婚譚 

7. 車持皇子の求婚譚 

8. 右大臣阿部御主人の求婚譚 

9. 大納言大伴御行の求婚譚 

10. 中納言石上麻呂足の求婚譚 

11. 帝の求婚・帝とかぐや姫の対面 

12. 月を見て悲しむかぐや姫・帝、かぐや姫の邸に兵を派遣 

13. 天人来迎・富士の煙 

14. 論述試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げる内容は限られるので、自発的に本文の解釈や絵の読解に取り組んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(70%)/論述問題(30%) 

平常点は、小テストと考察（４回目のみ講義内容の要約と考察）を課して評価する。授業および評価にあたっては受講生のアウト

プットを重視するため、積極的な取り組みを求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントまたはＰＤＦファイルを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 小嶋菜温子、2002、『かぐや姫幻想（新装版）』、森話社 (ISBN:9784916087300) 

2. 神田龍身、2020、『平安朝物語文学とは何か』、ミネルヴァ (ISBN:9784623087884) 

3. 上原作和・安藤 徹・外山敦子編、2012、『かぐや姫と絵巻の世界』、武蔵野書院 (ISBN:9784838606474) 

4. 曽根誠一・上原作和・久下裕利編、2015、『竹取物語の新世界』、武蔵野書院 (ISBN:9784838604609) 

5. 高橋亨編、2010、『王朝文学と物語絵』、竹林舎 (ISBN:9784902084900) 

6. 小嶋菜温子・渡辺雅子・保立道久解説、2008、『チェスター・ビーティー・ライブラリィ所蔵 竹取物語絵巻』、勉誠出版 

(ISBN:9784585003335) 

7. 中野幸一・横溝博共編、2007、『竹取物語絵巻（九曜文庫蔵奈良絵本・絵巻集成１）』、勉誠出版 (ISBN:9784585003250) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・対面授業時の私語、途中退室等の行為に対しては厳しく対応する。 

 

※対面授業とオンライン授業（同時配信型）のどちらで行うかについては、 履修者数や感染状況を踏まえ、 

  初回のガイダンス（対面授業）で方針を示す。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT322／文学講義 ３２２ 

(Lectures on Literature 322) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学 2 

担当者名 

（Instructor） 
吉橋 さやか(YOSHIHASHI SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の立場から絵巻作品を読む上での基本的な知識や方法を理解する。また、中世を中心としたさまざまな種類の絵巻を読むこ

とで、中世の文学や文化、人々や社会のありようについての理解を深める。 

 

The purposes of this course are to  

 (1) obtain fundamental knowledge and methods for reading picture scrolls from a literary standpoint,   

 (2) deepen understanding of medieval literature, culture, people and society by reading various types of picture scrolls of the 

Middle Ages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

絵巻は、12 世紀にはすでに有名な作品がいくつか制作されていたものの、中世になるとさらに数多く作られるようになり、その内

容や表現様式も多岐にわたり、より豊かな表象文化へと発展した。本講義では、絵巻についての基本的な知識をおさえた上で、

いくつかの絵巻作品を種類ごとに紹介する。そして各作品の内容や注目すべき点、表現上の特徴などについて解説し、テキスト

と絵画の双方から読み解いていく。さらに、絵巻制作の環境や背景、絵巻を取り巻く人々などについても言及する。 

 

Although some famous works were already produced in the 12th century, more and more picture scrolls were made in the 

Middle Ages, and their contents and expression styles were diverse, and they developed into a richer representational culture. 

This course explains the basic knowledge about picture scrolls, and introduces some picture scrolls for each category.  Then, 

the contents of each work, notable points, features of expression, are explained. And we read each work from both text and 

painting. In addition, the environment and background of the picture scroll production and the people surrounding the picture 

scroll are also mentioned. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（中間レポートについてのアナウンスも行う予定） 

2. 絵巻の特徴と基本技法 

3. 絵巻の展開と担い手 

4. 絵巻の書誌学、文献学 

5. 物語絵巻 

6. 説話絵巻 

7. 合戦絵巻 

8. 経典・経説絵巻 

9. 寺社縁起の絵巻 

10. 高僧伝絵巻 

11. お伽草子の絵巻 

12. その他の絵巻 

13. 絵巻を愛した人々 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業時に紹介する作品や参考文献を読む。 

・中間レポートや学期末レポートを作成する。 

・可能な範囲で文化財や資料を目にする機会を持って欲しい（インターネットで閲覧できるものも多い）。 

その他、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/各回のリアクションペーパーの内容(30%)/中間レポート(20%) 

なお、2／3 以上のリアクションペーパーの提出がない場合は、成績評価の対象としない。 
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テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業は、レジュメに沿って進める講義形式中心で、古典の原文及びくずし字の資料、絵画資料等を用いながら行う。 

・毎回授業の後にリアクションペーパーを提出してもらう。 

・中間レポートの提出等、適宜立教時間の利用を考えている。 

・授業で扱う資料の中には、病や死、殺戮場面、性的描写などを含むものがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT323／文学講義 ３２３ 

(Lectures on Literature 323) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学 3 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の文学・芸能などにあらわれる刀剣伝承を取りあげる．刀剣という武具に付随する物語を多角的に読み解き，そこから

中世文学の特質を理解する．また，各伝承の担い手に注目したり，諸伝承に共通した性質を見出したりすることで，文学が社会

に及ぼしてきた力に関する理解を深める． 

 

This course will take up sword folklore appearing in literature and entertainment in Japan's Middle Ages. Students will read and 

interpret tales involving the weapons known as swords from various angles, and from these will gain an understanding of 

characteristics of medieval literature. In addition, by focusing on the standard-bearers of the folk tales and discovering the 

nature common to them, students will deepen their understanding of the force that literature has exerted upon society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に生み出されたさまざまな文芸やその周辺資料に収められた，さまざまな名刀伝承を取りあげながら，由緒ある武具を生み

だしていく伝承の構造やその表現方法，異説がせめぎ合う実態などていねいに読み解いていく． 

 

While taking up various famous folklore tales of swords contained in literary arts and related materials from the Middle Ages, 

students will carefully read and interpret the structure and methods of expression of the folklore tales that produced historical 

weaponry, and the state of the competing views of these. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ概説――中世の武具伝承をひらく 

2. 中世の刀剣書について 

3. 平重盛の「小烏」 付、平家重代の武具 

4. 平頼盛と「抜丸」 

5. 源頼朝と「鬚切」 

6. 佐々木家伝来の「綱切」 

7. 「鬼丸」と「鬼切」のゆくえ 

8. 中間まとめ 

9. 曽我兄弟の敵討ちと重代の太刀 

10. 酒呑童子を斬った太刀 

11. 「剣巻」の生成と展開 

12. 簇生する名刀伝承 

13. 武家の権力者と重代の太刀 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品・参考文献などを，各自で幅広く読み進め，中間・期末レポートの執筆につなげること． 

レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回の講義内容に対するコメント(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木彰、2003、『平家物語の展開と中世社会』、汲古書院 (ISBN:9784762935459) 

その他は授業の中で随時紹介する． 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は古典の原文を用いて進める．資料を掲載したプリントを配布し，それに基づいて講義する．各回のコメントは，単なる感想

ではなく，講義内容を踏まえた課題について記入してもらう．その他の注意事項は初回の授業の際に伝えるので，気をつけるこ

と． 

初回のみ対面式、その他はオンライン（オンデマンドとライブ視聴型を併用）での開講を予定。ただし、その時点での社会状況と大

学としての判断に照らして、この授業での対面式の導入・停止について判断する。毎週、「立教時間」で告知する案内を必ず参照

すること。 

 

注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は立教時間に掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AT325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT325／文学講義 ３２５ 

(Lectures on Literature 325) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 1 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歌枕を詠んだ歌の読解を通して古典和歌の特質について考える。 

 

Consider the characteristics of waka poems using waka poems that include Utamakura as teaching materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

歌枕とは古くから繰り返し歌に詠まれた地名や名所のことをいう。平安時代以降、歌人が実際に歌枕を見て歌を詠むことは稀で

あり、古歌によって形成されたイメージに基づいて詠まれることがほとんどであった。その意味で歌人たちのイメージの中に存在

する幻想の地名・空間ともいうことができるだろう。本授業では、地名が固有のイメージを獲得し歌枕となっていく過程を検討して

いく。歌枕の形成過程を見ていくことによって古典和歌の特質について考えてみたい。 

 

Utamakura is a place name or famous place that has been repeatedly written in Japanese poems since ancient times.Since the 

Heian period, it has been rare for poets to actually see Utamakura, and most of them are written based on the image formed by 

old waka poems.Utamakura can be said to be a place of illusion that exists in the images of poets.In this course, we will examine 

the process by which place names acquire a unique image and become Utamakura. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 天香具山 

3. 吉野山 

4. 末の松山 

5. 初瀬山 

6. 立田山 

7. 信夫山 

8. 武蔵野・春日野 

9. 比良 

10. 佐野 

11. 須磨 

12. 年の暮れの歌と歌枕 

13. 伏見・深草 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

八代集(『古今集』～『新古今集』)、『百人一首』などの歌集に目を通して、古典和歌の表現に親しんでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業時のコメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配付プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT328／文学講義 ３２８ 

(Lectures on Literature 328) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 4 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『水無瀬恋十五首歌合』の読解を通して新古今時代の恋歌の特徴について考える。 

 

Using "Minase Koi Jyugoshu Utaawase" as a teaching material, we will consider the characteristics of the waka poems of love  

in shinkokin era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『水無瀬恋十五首歌合』は十三世紀初頭に成立した歌合である。この歌合は百五十首の恋歌から成るが、この内十五首が『新古

今和歌集』に入集しており、新古今時代を代表する恋歌が詠まれている。この授業では『水無瀬恋十五首歌合』の読解を通して

新古今時代の恋歌の特徴について考えたい。 

 

"Minase Koi Jyugoshu Utaawase" is a Utaawase established in the early 13th century."Minase Koi Jyugoshu Utaawase" 

consists of 150 waka poems of love, of which 15 heads are included in "Shin Kokin Wakashū" and includes waka poems of love 

that represent this era. In this course, I would like to think about the characteristics of the waka poems of love in shinkokin era, 

using "Minase Koi Jyugoshu Utaawase" as a teaching material. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 歌合の基礎知識 

3. 「春恋」(1) 

4. 「春恋」(2) 

5. 「夏恋」(1) 

6. 「夏恋」(2) 

7. 「秋恋」(1) 

8. 「秋恋」(2) 

9. 「冬恋」(1) 

10. 「冬恋」(2) 

11. 「暁恋」「暮恋」 

12. 「寄雨恋」 

13. 「寄風恋」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

八代集(『古今集』～『新古今集』)、『百人一首』などの歌集に目を通して、古典和歌の表現に親しんでおくとよい。 

  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業時のコメントペーパー・課題等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配付プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT329／文学講義 ３２９ 

(Lectures on Literature 329) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本文学 1 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学を読み解くための基礎的な技法を身につけるとともに、先行研究の成果と問題点を正確に判断し多様な読解を試みるこ

とのできる応用的能力を養う。また、当時の社会制度や風俗等の知識・教養の獲得にくわえ、さまざまな文学ジャンルに対する理

解を深め、近世の多様な作品を自在によみこなせる能力を養成する。 

 

Students will acquire basic techniques for reading early modern literature, and develop applied abilities to accurately judge the 

results and problems of previous research and try various reading comprehensions.In addition to acquiring knowledge and 

culture of social systems and customs at that time, deepen understanding of various literary genres and develop the ability to 

freely read various works of the early modern period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西鶴およびそれ以後の浮世草子のうち代表的な作品を選び、その問題点について検討しつつ精読する。娯楽性を追究し、当時

の風俗・人情の諸相を多様な方法によって描きあげた浮世草子のおもしろさを味わいながら、各作品をさまざまな視点から読み

解くことによって、江戸時代の文化に対する理解を深める。 

 

This class will select representative works from Saikaku and Ukiyo-zoshi after that, and read them carefully while examining 

their problems.By pursuing entertainment and tasting the fun of Ukiyo-zoshi, which portrayed various aspects of customs and 

humanity at the time, students will deepen understanding of the culture of the Edo period by reading each work from various 

perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学について、浮世草子について 

3. 仮名草子から浮世草子へ 

4. 浮世草子と俳諧 

5. 西鶴の浮世草子を読む‐好色物（１） 

6. 西鶴の浮世草子を読む‐好色物（２） 

7. 西鶴の浮世草子を読む‐雑話物 

8. 西鶴の浮世草子を読む‐武家物 

9. 西鶴の浮世草子を読む‐町人物（１） 

10. 西鶴の浮世草子を読む‐町人物（２） 

11. 西鶴以後の浮世草子を読む（１） 

12. 西鶴以後の浮世草子を読む（２） 

13. 西鶴以後の浮世草子を読む（３） 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回リアクションペーパーの提出を求めます。これにより出欠管理もします。その他、随時予習課題を課します。授業時の指示に

従い、事前に作品本文や資料を読んできてください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 



 

 - 1647 - 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には火曜日に公開予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT331／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 裕太（WATANABE YUTA） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 近代文学作品を読み、食欲について考える。 

 

 Read modern literary works and think about appetite. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では〈食と文学〉をテーマとして設定し、食べることの描写、という観点から作品を読んでいく。 

 「食べたい」というのは独立した欲望ではなく、さまざまな社会規範の中で複雑に変化したり、錯綜したりする。そのありさまを描

いた近代文学作品を読解し、欲望と社会の関係を考えてみたい。 

 毎回リアクションペーパーの提出を求めるほか、対面式で実施できる場合には、適宜ディスカッションを求めることがある。いず

れも自分の考えを述べるための訓練として、積極的な参加を期待する。 

 

 In this class, we will set the theme of "food and literature" and read the works from the perspective of describing eating. 

 "I want to eat" is not an independent desire, but it changes or becomes complicated in various social norms. I would like to 

read a modern literary work that depicts that state and think about the relationship between desire and society. 

 In addition to requesting the submission of a reaction paper each time, if it can be conducted face-to-face, discussion may be 

requested as appropriate. All of them are expected to actively participate as training to express one's thoughts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（進め方・評価について） 

2. 赤瀬川原平「食い地獄」① 

3. 赤瀬川原平「食い地獄」② 

4. 大岡昇平「食欲について」① 

5. 大岡昇平「食欲について」② 

6. 梅崎春生「飢えの季節」① 

7. 梅崎春生「飢えの季節」② 

8. 武田泰淳「もの食う女」① 

9. 武田泰淳「もの食う女」② 

10. 吉行淳之介「食卓の光景」① 

11. 吉行淳之介「食卓の光景」② 

12. 岡本かの子「家霊」① 

13. 岡本かの子「家霊」② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 提示した作品は必ず読んでから講義に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文藝春秋編、2015、『もの食う話』、文藝春秋 (ISBN:978-4-16-790291-9) 

上記の文庫本に掲載されていない梅崎春生「飢えの季節」および吉行淳之介「食卓の光景」については、こちらから配布する。 

 

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)） 
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状況が許せば原則として全授業を対面で実施する。 

判断は大学の方針に従うものとする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT332／文学講義 ３３２ 

(Lectures on Literature 332) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と映画、そして諸芸術の相互交渉からどんな表現が生まれたかを学ぶ。 

特に文学と映画、演劇、古典芸能、サブカルチャーなどとの関係について考える。 

 

This course introduces interrelationship between literature and film, theater, classical performing arts, subculture, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

こんな時だから、文学と映画と諸芸術! 

Youtube , amazon プライムなどを駆使して、こんな時代だからこそ映画を見よう。 

そして映画と文学について考えよう。 

日本映画の巨匠たち--山中貞雄、小津安二郎、黒澤明、溝口健二、市川崑、増村保造らからジブリまで、歴史を辿って考える。

いずれの作品も映画に止まらない、隣接諸芸術、古典芸能との豊かな交渉を読解することができる。 

また新しいメディアと感性が、文学に何をもたらしたかについても考える。 

キーワードは、モダニズム、古典の現代化、つくられた伝統、メディアミックス 

 

In this course, participants watch movies using tools such as Youtube and Amazon Prime. 

And in this course, participants deepen their thoughts on representation and narrative about film and literature. In particular, the 

aim of this course  is to learn deeply about the relationship between Japanese film masters such as Yamanaka Sadao, 

Mizoguchi Kenji, Ozu Yasujiro, and Kurosawa Akira, and the adjacent arts (literature, painting art, theater). Also consider the 

relationship between classical performing arts such as Noh, Kabuki, and Bunraku, and movies and literature. 

Also students acquire the possibilities of internationally acclaimed Japanese films. 

Keywords are modernism, modernization of classics, created traditions, media mix 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「東京オリンピック」と映画と肉体 

3. 「ゴジラ」から「シン・ゴジラ」まで 

4. 「人情紙風船」と歌舞伎の世界 

5. 「晩春」と能楽 

6. 「蜘蛛の巣城」とシェイクスピアそして能楽 

7. 「近松物語」と音楽 

8. 「曽根崎心中」と古典の現代化 

9. 「忠臣蔵」１ 文楽と歌舞伎と 

10. 「忠臣蔵」２ 能楽と 

11. 「四谷怪談」 「忠臣蔵」と表裏の世界 

12. 「千と千尋の神隠し」 ジブリ・アニメと「異界」の論理 

13. 「君の名は。」 滅亡の可視化について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された映画を全編見ておく 

映画を見てリアクションペーパーを書く 

最終レポートを執筆する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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Amazon プライムを駆使して映像に触れますので、加入してください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

川崎賢子が編集委員を務める２０世紀メディア研究所のサイトです。 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT333／文学講義 ３３３ 

(Lectures on Literature 333) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学 3 

担当者名 

（Instructor） 
河田 綾(KAWATA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高度経済成長期における文学について学び、現代について考察する力を養う。 

 

Students will learn about Japanese modern literature during the period of rapid economic growth in Japan and develop the 

ability to consider the present age through studying this lecture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、高度経済成長期の文学作品を読むことを通じて、現代の社会通念や感性がいかにして形成されてきたかを問題化

する。その際、可能な限り多くの作家・作品を取り上げることで、多様な文学の諸相を明らかにすることを目的とする。こうした目

的意識によって高度経済成長期の文学を問い直し、現代との連続と断絶について考察する。 

 

In this lecture, we will read literary works in the period of rapid economic growth in Japan and discuss how contemporary 

Japanese social conventions and sensibilities have been formed. In doing so, we aim to clarify various aspects of the literature 

with taking up as many writers and works as possible. Based on this sense of purpose, we will reexamine the literature in the 

period and consider the continuity and disconnection with the present age. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――なぜ、いま、高度経済成長期を問うのか 

2. 占領の終焉――「アメリカン・スクール」、「遠来の客たち」 

3. 経済と自然①――『夕べの雲』など 

4. 経済と自然②――『夕べの雲』など 

5. 若者の感性①――「太陽の季節」、「東京のプリンスたち」、『赤ずきんちゃん気をつけて』 

6. 若者の感性②――「太陽の季節」、「東京のプリンスたち」、『赤ずきんちゃん気をつけて』 

7. 純文学への問い①――『砂の女』、『美しい星』 

8. 純文学への問い②――『砂の女』、『美しい星』 

9. 大衆の想像力①――『江分利満氏の優雅な生活』など 

10. 大衆の想像力②――ハードボイルド小説 

11. 大衆の想像力③――時代小説 

12. 性を描くこと①――『エロ事師たち』など 

13. 性を描くこと②――『植物祭』など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品を事前に予告するので、精読したうえで授業に臨むこと。また、学期末のレポートでは授業で扱った作品について

論じる課題を設けるため、授業中に紹介した参考文献などにも可能な限り目を通すようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーなど(40%) 

 

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)） 

授業は講義形式を中心とするが、必要に応じて課題提出を求めることがある。また、授業中に発言を求める機会があるため、積

極的に授業に参加する態度が期待される。 
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注意事項（Notice） 
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■AT335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT335／文学講義 ３３５ 

(Lectures on Literature 335) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学５ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 夏樹(YAMADA NATSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学の中・短編小説を読解し、描写や形式の意味を学び、またそれが描かれた時代の価値観などについて考察

していく。ただし、特定の作品や近現代文学だけに関心、視点を限定してしまうのではなく、最終的には、そうしたものを通して、常

に社会の様々な事象に対して疑問を持ち、自ら問いを立てていく姿勢自体を身に付けること自体を目標とする。 

 そして、授業の最後ではリアクションペーパーを提出するため、授業内容を学んだ上で、自身の考えを毎回根拠をもって述べら

れるようになることも目標とする。 

 

The aim of this course is to read and understand short stories in Chinese and modern Japanese literature. This course focuses 

on learning the meaning of the genre's description and form, and considering the values of the era in which it was described. 

However, students are not expected to limit their interests and viewpoints to specific works or modern literature. Ultimately, 

the goal is to acquire the attitude of always having a question about various social phenomena and framing a question by 

oneself through them. At the end of each class, students are expected to submit a reaction paper, so the goal for students is to 

be able to express their thoughts on the basis of what they have learned.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回特定の小説を扱い、その読解をしていく。 

 

In each class of this course, students are expected to work on a particular novel to read and understand it.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方・評価の方法など） 

2. 三島由紀夫「孔雀」（1965 年）① 

3. 三島由紀夫「孔雀」（1965 年）② 

4. 大江健三郎「人間の羊」（1958年）① 

（＊以前「人文学からの学び」で扱ったが、異なった視点から読み解く予定） 

5. 大江健三郎「人間の羊」（1958年）② 

6. 大江健三郎「人間の羊」（1958年）③ 

7. 有島武郎「一房の葡萄」（1920年） 

8. 太宰治「善蔵を思ふ」（1940 年）① 

9. 太宰治「善蔵を思ふ」（1940 年）② 

10. 安部公房「プルートーのわな」（1952 年）① 

11. 安部公房「プルートーのわな」（1952 年）② 

12. 乙一「失はれる物語」（2002 年）① 

13. 乙一「失はれる物語」（2002 年）② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業内で取り上げる作品を、毎回、必ず事前に読み、自分なりの解釈を持って、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー（毎回の授業課題）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業の中で、適宜、必要箇所を印刷して配布する。授業で扱う回までに、必ず読んでくること。 

 また、有島武郎「一房の葡萄」（1920 年）、太宰治「善蔵を思ふ」は、著作権の切れた作品を無料で公開しているインターネットサ

イト「青空文庫」でも読むことができる。 

 

参考文献（Readings） 
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授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT336／文学講義 ３３６ 

(Lectures on Literature 336) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学６ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 潤(MAEDA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フィクションとノンフィクションの境界と関係性について学ぶ。諸技術の進化と関連する形で生み出された文学テクストと映像作品

を対象化し、フィクションの本質と、事実とは何かという論点に切り込む。同時に、フィクションとノンフィクションとの距離について

思考することを通じて、テクストを批評する豊かな言葉を獲得する。 

 

Students will learn about the relationship and the border between fiction and non₋fiction. Targeting literary texts and various 

visual works produced in relation to advances in technology ,the course will consider the essence of fiction and what is the 

facts. At the same time, thinking about the distance between fiction and non₋fiction, students will acquire a rich vocabulary for 

criticizing texts.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、すでにその歴史的な価値を認められた、また、その歴史的な価値を長らく看過されてきた映像作品や文学テクスト

を、その都度掲示しながら、フィクションとノンフィクションとの境界と関係性について考察を行うものである。 

全講義を通じて議論したいポイントは以下の通り。 

１ 写真の虚偽性 

２ 事実表現における演出性 

３ 映画制作における映像加工 

 

These lectures will examine the relationship and the border between fiction and non₋fiction, presenting image products and 

literary texts that have already recognized historical value or that have been long overlooked.  

points to be addressed throughout the lectures are as follows. 

1 The deceptiveness of photography 

2 The direction in expressing facts 

3 The image correction process of making movies 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 肉筆の「写真」（明治天皇の「御真影」） 

2. 被写体としての小説家（職業作家の写真意識） 

3. スナップショットという「嘘」（夏目漱石の肖像） 

4. 「写真家」の誕生（ロバート・キャパと「捏造」） 

5. 「決定的瞬間」とは何か（アンリ・カルティエ・ブレッソン） 

6. 「歴史そのまま」の意味（森鴎外） 

7. 読書の場としての「史実」（松本清張） 

8. 「歴史」が生み出す地平（鯨統一郎） 

9. 「創造」の基盤としての天皇制（竹田恒泰） 

10. 起源を巡る「記録」映画（「神々の履歴書」） 

11. ドキュメンタリーの修辞学（佐藤真） 

12. 「日常」の創作（梅佳代） 

13. ノンフィクション通史（高野秀行） 

14. フィクションとノンフィクションの間 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じてその都度指示するが、授業内で掲示する映像以外に、幾編かの文学テクストに目を通してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

単位取得のためには、７０％以上の出席を必要とする。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田 潤、２０１９、『漱石のいない写真ー文豪たちの陰影』、現代書館 (ISBN:978-4-7684-5854-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT337／文学講義 ３３７ 

(Lectures on Literature 337) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学１ 

担当者名 

（Instructor） 
肥爪 周二(HIZUME SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本漢字音（呉音・漢音・唐音）の具体的な資料を把握し、辞書を盲信することなく、信頼性の高いデータを使いこなす技量を身に

つける。 

 

Grasp specific materials of Japanese kanji sounds (Go-on, Kan-on, To-on) and acquire the skill to use highly reliable data 

without blindly believing in the dictionary. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本漢字音は、中国語から借用された外来音ではあっても、日本語の音韻システムにおいて、歴史を通じて、きわめて重要な役

割を果たしてきた。しかし、現行の漢和辞典においては、しばしば演繹的・人工的に作成された幽霊漢字音が掲載されており、見

通しを歪めるおそれがある。本授業では、平安時代・鎌倉時代を中心とした具体的な資料を紹介し、実際に日本で使われてきた

漢字音を考察してゆく。 

 

Japanese kanji sounds, even though they are foreign sounds borrowed from Chinese, have played a vital role throughout history 

in the Japanese phonological system. However, the current Kan-Wa jiten often contains deductive and artificially created ghost 

kanji sounds, which may distort the outlook. In this class, we will introduce specific materials centered on the Heian and 

Kamakura periods, and consider the kanji sounds that have actually been used in Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入および参考文献の紹介 

2. 呉音資料（１）法華経字音資料Ａ 

3. 呉音資料（２）法華経字音資料Ｂ 

4. 呉音資料（３）華厳経字音資料 

5. 呉音資料（４）大般若経字音資料 

6. 呉音資料（５）平安初期訓点資料 

7. 呉音資料（６）その他の呉音資料 

8. 漢音資料（１）蒙求字音資料 

9. 漢音資料（２）伝記・地誌字音資料 

10. 漢音資料（３）孔雀経・理趣経字音資料 

11. 漢音資料（４）その他の漢音資料・新漢音資料 

12. 中世唐音資料 

13. 近世唐音資料（１）黄檗系唐音 

14. 近世唐音資料（２）心越系唐音・訳官系唐音 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎授業後の簡略な課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 牛島徳次、香坂順一、藤堂明保 編、1967、『〈中国文化叢書１〉『言語 』(新装版)』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-23264-6) 

2. 沼本克明、1986、『日本漢字音の歴史』、東京堂出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT338／文学講義 ３３８ 

(Lectures on Literature 338) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学２ 

担当者名 

（Instructor） 
肥爪 周二(HIZUME SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外来語音としての日本漢字音の規則性・不規則性を学ぶ。また、日本漢字音の諸問題を通して、外来語音受容の問題一般を考

察す発想を身につける。 

 

Learn the regularity and irregularity of Japanese kanji sounds as foreign language sounds. In addition, through various problems 

of Japanese kanji sounds, acquire the idea of considering the problems of foreign word sound acceptance in general. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本漢字音の元となった中国原音の体系の基礎を簡単に学んだ上で、日本漢字音（呉音・漢音・唐音）の具体的なデータに基づ

き、中国原音と日本漢音の対応関係を整理する。また、日本語に受容される際に生じたさまざまな問題から、日本語の音韻シス

テム自身が持っている特質を逆照射してゆく。 

 

After briefly learning the basics of the system of Chinese original sounds that are the basis of Japanese kanji sounds, based on 

the specific data of Japanese kanji sounds (Go-on, Kan-on, To-on), the correspondence between Chinese original sounds and 

Japanese kanji sounds organize. In addition, due to various problems that arose when Japanese was accepted, the 

characteristics of the Japanese phonological system itself will be back-irradiated. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入および参考文献の紹介 

2. 中古音概説―広韻を中心に 

3. 中古音概説―韻鏡を中心に 

4. 日本漢字音の複層性―呉音・漢音・唐音 

5. 声母の諸問題（１）清濁 

6. 声母の諸問題（２）その他 

7. 介音の諸問題―拗音との関係 

8. 二重母音の諸問題 

9. 鼻音韻尾の諸問題―音節末鼻音 

10. 入声韻尾の諸問題―音節末無声阻害音 

11. 連音現象の諸問題―連声・連声濁・促音化 

12. 字音声調の諸問題 

13. 漢字音一元化の諸問題 

14. 慣用音の諸問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎授業後の簡略な課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 牛島徳次、香坂順一、藤堂明保 編、1967、『〈中国文化叢書１〉『言語』 (新装版)』、大修館書店 (ISBN:978-4-469-23264-6) 

2. 沼本克明、1986、『日本漢字音の歴史』、東京堂出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT339／文学講義 ３３９ 

(Lectures on Literature 339) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学３ 

担当者名 

（Instructor） 
三好 伸芳(MIYOSHI NOBUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の名詞句および連体修飾構造に関する基本的な概念を理解する。 

 

The aim of this course is to help students acquire basic concepts about noun phrases and adnominal constructions in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

名詞句はどのような環境に現れるかによってさまざまな解釈を持っている。例えば、「イヌが歩いている」という文と「イヌが好きだ」

という文における「イヌ」は、同じ「イヌ」という名詞でも異なった意味を持っている。すなわち、「イヌが歩いている」の「イヌ」は特定

的な「あるイヌ」と解釈されるのに対し、「イヌが好きだ」の「イヌ」は、不特定的な「イヌ全般」と解釈される。この授業では、日本語

の名詞句に見られる現象を観察することで、言語に対する理解を深める。 

 

Noun phrases have various interpretations depending on the environment in which they appear. For example, in the two 

sentences “Dogs are walking” and “I like dogs,” “dogs” in each sentence have different meanings. In other words, “dogs” in 

“Dogs are walking” is interpreted as “certain dogs,” and “dogs” in “I like dogs” is interpreted as “general dogs.” In this course, 

students will develop their understanding of language by the observation of phenomena found in Japanese noun phrases. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 言語学と名詞句 

2. 名詞句の指示性 

3. コピュラ文と名詞句の解釈 

4. 存在文と名詞句の解釈 

5. 述語の意味と名詞句の解釈 

6. 固有名詞の振る舞い 

7. 相対名詞の振る舞い 

8. 連体修飾のさまざまなタイプ 

9. 〈内の関係〉と〈外の関係〉 

10. 〈制限的用法〉と〈非制限的修飾〉 

11. 「NP1 の NP2」の意味 

12. 量化表現 

13. 連体修飾と焦点 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で紹介した文献等を読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内課題(20%)/授業への参加態度(10%) 

開講時数の 2/3 以上の出席を必須とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT340／文学講義 ３４０ 

(Lectures on Literature 340) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学４ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 久美子(SATO KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語諸方言における多様な言語現象とその分析方法を学び、言語学の基礎知識を習得する。 

 

This course helps students acquire the basic knowledge of linguistics by studying linguistic phenomenon in Japanese dialects 

and their analysis methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

音声と文法に焦点を当て、様々な方言のデータを観察することで、日本語の多様性を理解する。また、標準語や世界の言語に照

らし、言葉の仕組みを考察する。 

 

This course will give you an understanding of language variations in Japanese with a main focus on sound and grammar by 

examining interesting examples in Japanese dialects. It will also compare several Japanese dialects with other languages in the 

world (including standard Japanese) and explore the general mechanism of language. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：方言学の射程 

2. 方言へのアプローチ（１）：社会における機能を探る 

3. 方言へのアプローチ（２）：ことばの仕組みを探る 

4. 音声：母音と子音の体系 

5. 音声：アクセントの体系（１） 

6. 音声：アクセントの体系（２） 

7. 音声：文タイプや発話態度と関連する文末イントネーション 

8. 方言調査の方法（１）：インタビュー調査 

9. 語彙：概念と語形の結びつき 

10. 文法：「助詞」のバリエーションと無助詞 

11. 文法：「アスペクト」「可能」 

12. 言語行動：「挨拶」「フィラー」「待遇」「昔語り」 

13. 方言調査の方法（２）：コーパスを使った調査 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/リアクションペーパー(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。出席は評価割合に含まれない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業資料（動画）の配布は立教時間を使用し、掲示とメール配信によって行う。 

・小テスト、リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 1665 - 

■AT341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT341／文学講義 ３４１ 

(Lectures on Literature 341) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学 5 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品には成り得なくとも国語資料として用いられているもの、或いは用いられるべきものというものが多々存することを理解

した上で、様々なジャンルの国語資料の資料的価値及び特色や研究手法等について概略を理解できるようになることが目標で

す。発展目標としては、講義で直接は扱わなかった資料についても、国語資料として独自に分析できるようになることを掲げま

す。  

 

The objective of the course is to enable understanding of an overview of research methods, the value and characteristics of 

Japanese-language materials in various genres, etc., with the understanding that there are many items which, even if not 

literary works, are or should be used as Japanese-language study materials. The goal is that students become able to 

independently analyze items as Japanese-language research materials, even if not dealt with directly in the lectures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と語学における資料の扱いについて、具体的に解説していきます。箇条書きされた文章を文学として取り上げることは難しい

場合もありますが、国語（日本語）が書かれていればそれは全て国語資料として国語学の対象となります。状況によっては、国語

が書かれておらずとも国語資料として用いることすらあります。本講義では、所謂文学と呼ばれるもの以外の様々なジャンルの文

書について、主に国語史的な観点からそれが国語資料として伝統的にどのように用いられてきたのか、或いはどのように用いる

ことが可能であるのかといったことを紹介していきます。また、所謂古典文学作品と呼ばれるものについて、語学資料としての価

値はどのようであるのか、といったことも併せて触れることになります。 

 

The course will concretely explain the handling of materials in literature and linguistics. While it can be difficult to take up 

itemized texts as literature, if an item is written in Japanese, it can serve as materials for Japanese study and a subject of 

Japanese linguistics. Depending on the situation, items can become materials for the study of Japanese even if not written in 

Japanese. For documents of varied genre other than so-called literature, the lectures will introduce these primarily in terms of 

how they have traditionally been used as Japanese language study materials from viewpoints of the history of the Japanese 

language, and how they could be used. In addition, the course will touch on what sort of value classic literary works hold as 

materials for linguistic studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ 文学資料と語学資料  

2. 金石文や木簡 

3. 王朝文学作品① 

4. 王朝文学作品② 

5. 中世文芸① 

6. 中世文芸② 

7. 近世文芸 

8. 訓点資料 

9. 悉曇資料 

10. 外国資料 

11. 近世語学書 

12. 料理書・医書 

13. 新聞 

14. 辞書 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

個々の資料の扱い方というよりも、講義全体の根底にある物の見方を学び、「この場合にはどうなるのだろうか」といった視点を以

て講義に臨んでください。細かい知識は、不必要と感じた人は覚える必要はありません。最終レポートでは、講義で扱わなかった

資料を任意で取り上げて、その資料の「文学的価値」及び「語学的価値」について多角的に論じることになります。発想よりも、詳

細な調査やバランスの良い議論が大切です。 
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なお、歴史的事項を扱うので、高等学校までの日本史の知識は大前提で話を進めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也編、1991、『資料日本語史』、おうふう (ISBN:9784273024246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会情勢その他によってオンラインでの対応となる場合もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT343／文学講義 ３４３ 

(Lectures on Literature 343) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学 1 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和本の実物に触れ，書誌調査の基礎を習得する。 

 

This course aims for students to encounter actual traditional Japanese books and to learn the basics of bibliographical 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

和本の特徴や近世出版メディアの概略について解説したのち，くずし字解読演習，和本のうち特に版本の現物を用いた書誌学実

習をくりかえし行う。書誌学の基本を学ぶとともに，近世のさまざまなジャンルの文学作品を翻刻・調査することにより，ジャンル毎

の特徴や造本形式の違いについても理解する。（2020 年度「文学講義３４４とは異なる作品を扱う。） 

 

After the instructor explains characteristics of traditional Japanese books and an overview of early modern printing media, 

students practice deciphering writing in running form characters and repeat bibliographical exercises using traditional Japanese 

books, especially actual woodblock-printed versions. In addition to studying the basics of bibliography, students learn about 

genre-specific characteristics and differences in bookbinding formats through reprinting and researching literary works from 

various early modern genres. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法等について） 

2. 近世版本のさまざま 

3. くずし字解読の方法について 

4. くずし字解読演習１ 

5. くずし字解読演習２ 

6. くずし字解読演習３ 

7. くずし字解読演習４ 

8. くずし字解読演習５ 

9. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方１ 

10. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方２ 

11. 書誌学実習１ 

12. 書誌学実習２ 

13. 書誌学実習３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配付するプリントを熟読する。配付プリントにより、くずし字解読の予習・復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/くずし字テスト(40%)/各回の授業内容へのコメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時に適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣庭基介・長友千代治、1998、『日本書誌学を学ぶ人のために』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には木曜日に公開予定。 
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注意事項（Notice） 
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■AT346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT346／文学講義 ３４６ 

(Lectures on Literature 346) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献解読 2 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

絵画化された物語作品を分析する方法を身につける。 

 

Students will learn how to discuss pictorial narrative works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

『伊勢物語』『平家物語』『源平盛衰記』『曽我物語』『源氏物語』の絵画化された作品を取り上げて、それらのテキストを論じる方法

を身につけていく。  

 

 Students will learn the method of essay by taking up the pictorial works of "Ise Monogatari", "Heike Monogatari", "Genpei 

Jōsuiki", "Soga Monogatari", and "Genji Monogatari". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 物語絵画研究の現状 

2. 伊勢物語１ 物語の読みと絵画１ 

3. 伊勢物語２ 物語の読みと絵画２ 

4. 平家物語１ 芸能と物語絵画 

5. 平家物語２ 義経と弁慶の物語として 

6. 平家物語３ 奈良絵本 

7. 平家物語４ 屏風絵と物語 

8. 源平盛衰記１ 版本挿絵の方法１ 

9. 源平盛衰記２ 版本挿絵の方法２ 

10. 曽我物語１ 組み合わせ絵の方法 

11. 曽我物語２ 屏風・絵巻・絵本 

12. 源氏物語１ 源氏物語絵巻を読む 

13. 源氏物語２ 源氏物語絵の展開 

14. まとめ 物語絵画を論じるために 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『伊勢物語』『平家物語』『曽我物語』『源氏物語』等を読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

Students will understand the historical flow of Heian period literature up to the creation of Genji Monogatari (The Tale of Genji), 

the peak of narrative literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

 Amid an emphasis on classical Chinese studies in the early Heian period, Japanese culture gradually came under a renewed 

recognition. Together with the development of kana, the dormant art of waka was reconstructed. This marked the birth of the 

Kokin Wakashu anthology of waka. Subsequently, through poetic tales centered on waka poems concerning existing persons, as 

well as individual anthologies, creative fiction, diaries, and essay literature, Genji Monogatari came into being in the middle part 

of the Heian period. 

 The course will outline the flow of the history of Heian period literature up to Genji Monogatari. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』など 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりであるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にしか

すぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(72%)/授業への参加態度(28%) 

レポートは、自分独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

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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■AT404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

The course will investigate citations of prior literature in Genji Monogatari, to understand the tale’s presence within the flow of 

literary history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

 Genji Monogatari is related to prior literary works such as waka, Chinese poetry, and tales, through its citations of these. 

Guided by the cited representations, readers gain appreciation of the unique world of Genji Monogatari, superimposing the world 

of the prior literary works that lie behind it, feeling the common points and differences among these, and reading the meanings 

that emerge. 

 The course will shed light on the landscape of literary history made visible in retrospect from Genji Monogatari, by exploring 

the nature of the citations of prior literature in the tale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（３） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。 

『源氏物語』全体の概略を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(72%)/授業への参加態度(28%) 

レポートは、自分独自の意見を書くこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講座は、古代・中世・近世における「地誌」をテーマとし、これらを通史的・総合的に捉えることを目標とするものである｡ 

また、それらの作品に描かれた内容・説話的伝承を読むことで､ 古典文学の主要モチーフ (型) に対する理解を深める｡  

 

The theme of this course is "Regional geography" in Japanese ancient literature, medieval literature, and early modern 

literature. 

Students will learn these texts historically and comprehensively. 

In addition, Students will deepen their understanding of the main motifs (types) of classical literature by reading the narrative  

Literary (Setsuwa)  depicted in those texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代から中世、近世初期までに作成された地誌を中心に取り扱う。古典文学における地誌とは一体どのようなものなのかを理解

したうえで、まず風土記の説話を読んでゆく。 

風土記の記述内容を理解したうえで、中世に至ってそれらがいか様に享受されたのか､中世の地誌的は古代のそれとどのような

点で異なるのか等を学習する。 

また、中世は地誌とは異なり、紀行文が発達した時代だといえる。紀行文の様相を取り上げながら、最終的に近世初期の地誌を

概観する。 

地域の昔話・伝説として地誌の記述を享受する自分たちに､これらは一体どのような影響を及ぼしているのかを主体的に考えな

がら､ 授業に臨んでほしい｡ 

さらに、同時代の近隣諸国の文学的展開を知ることは､ 日本文学が決して単独・独自のものとしてあるのではなく､  

大きく ｢東アジア文学｣ の一部として存在していることを理解することにもなる｡  

そういった意味で､琉球の地誌と、琉球を対象とした日本・中国等の地誌も併せて考みたいと思う。 

 

This course focuses on regional geography created from ancient times to the early modern period in Japan. 

First, students learn about Fudoki (the work of ancient Japanese literature) in order to think about what a regional geography is 

in Japanese classical literature. 

Next, we will learn how Fudoki was accepted in the Middle Ages of Japan. 

Also, the Middle Ages of Japan was a time when travelogues (kikou) developed.In this course, we will also consider the 

travelogue (kikou). 

And finally, students will learm an overview of a  regional geography in Japan's early modern. 

Students should take the initiative to think about how these regional geographies affect themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：この授業のテーマについて 

2. 概論：地誌とは何か、風土記・紀行文とは何か 

3. 風土記の伝承をよむ１ 

4. 風土記の伝承をよむ２ 

5. 風土記の伝承をよむ３ 

6. 中世の地誌的世界と風土記の受容１ 

7. 中世の地誌的世界と風土記の受容２ 

8. 中世の地誌的世界と風土記の受容３ 

9. 中世地誌の転換（中世地誌と紀行文）１ 

10. 中世地誌の転換（中世地誌と紀行文）２ 

11. 地誌の近世的展開１（近世地誌の発生） 

12. 地誌の近世的展開２（地元へのまなざし） 

13. 地誌の近世的展開３（異国へのまなざし） 

14. 東アジアの地誌を考える（琉球ほか） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最終レポートは、授業を受講することで生まれた自分なりの「問い」を調査・研究することが求められる。配布された資料を復習す

るほか、授業で示された参考文献等を積極的に読み進めるなどして、レポートの執筆につなげること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度（出席等）(30%)/授業コメント（中間レポート）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内容が広範なため、授業毎に適宜プリントを用意して配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業の内容が複数テーマ・時代にまたがるため､ 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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■AT431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 裕太(WATANABE YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

対象：文学部生以外   

（抽選登録 定員 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 近代文学作品を読み、食欲について考える。 

 

 Read modern literary works and think about appetite. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では〈食と文学〉をテーマとして設定し、食べることの描写、という観点から作品を読んでいく。 

 「食べたい」というのは独立した欲望ではなく、さまざまな社会規範の中で複雑に変化したり、錯綜したりする。そのありさまを描

いた近代文学作品を読解し、欲望と社会の関係を考えてみたい。 

 毎回リアクションペーパーの提出を求めるほか、対面式で実施できる場合には、適宜ディスカッションを求めることがある。いず

れも自分の考えを述べるための訓練として、積極的な参加を期待する。 

 

 In this class, we will set the theme of "food and literature" and read the works from the perspective of describing eating. 

 "I want to eat" is not an independent desire, but it changes or becomes complicated in various social norms. I would like to 

read a modern literary work that depicts that state and think about the relationship between desire and society. 

 In addition to requesting the submission of a reaction paper each time, if it can be conducted face-to-face, discussion may be 

requested as appropriate. All of them are expected to actively participate as training to express one's thoughts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（進め方・評価について） 

2. 赤瀬川原平「食い地獄」① 

3. 赤瀬川原平「食い地獄」② 

4. 大岡昇平「食欲について」① 

5. 大岡昇平「食欲について」② 

6. 梅崎春生「飢えの季節」① 

7. 梅崎春生「飢えの季節」② 

8. 武田泰淳「もの食う女」① 

9. 武田泰淳「もの食う女」② 

10. 吉行淳之介「食卓の光景」① 

11. 吉行淳之介「食卓の光景」② 

12. 岡本かの子「家霊」① 

13. 岡本かの子「家霊」② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 提示した作品は必ず読んでから講義に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文藝春秋編、2015、『もの食う話』、文藝春秋 (ISBN:978-4-16-790291-9) 

上記の文庫本に掲載されていない梅崎春生「飢えの季節」および吉行淳之介「食卓の光景」については、こちらから配布する。 

 

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)） 

状況が許せば原則として全授業を対面で実施する。 

判断は大学の方針に従うものとする。 



 

 - 1677 - 

 

注意事項（Notice） 
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■AT511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1679 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1680 - 

■AT512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1681 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1682 - 

■AT513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1683 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1684 - 

■AT515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1685 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1686 - 

■AT516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1687 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1688 - 

■AT517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1689 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1690 - 

■AT518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1691 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1692 - 

■AT519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1693 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1694 - 

■AT521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1695 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1696 - 

■AT522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1697 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1698 - 

■AT523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1699 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1700 - 

■AT525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1701 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1702 - 

■AT526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1703 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1704 - 

■AT527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1705 - 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1706 - 

■AT528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1707 - 

注意事項（Notice） 
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■AT529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

Before beginning the production of graduation theses in the 4th year, students will learn about preparation and basic methods 

for doing so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

Students will also receive advice from faculty members individually or in groups, as necessary. In order to decide on themes for 

graduation theses and to proceed with relevant investigation and research, students will proceed with preparations for writing 

theses while receiving advice and guidance from faculty members, and will set and put into practice step-by-step goals to be 

achieved. Various forms of class exist, such as that in which individual one-on-one guidance by the faculty member in charge is 

provided along with the holding of group intermediate presentations and discussions, and that consisting solely of repeated 

individual one-on-one guidance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面を基本とするが、社会状況や参加者の意向等を総合的に判断して授業形態を変更することもある。 

 



 

 - 1709 - 

注意事項（Notice） 
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■AT782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT782／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1711 - 

注意事項（Notice） 
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■AT783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT783／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1713 - 

注意事項（Notice） 
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■AT784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT784／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1715 - 

注意事項（Notice） 
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■AT785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT785／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1717 - 

注意事項（Notice） 
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■AT786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT786／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT787／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ａ 

(Introductory Seminars F1a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティングの基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説・批評・評論などさまざまなタイプの文章を読解する力を身につける 

大学での基本的なレジュメの作成、発表や討論の仕方を身につける 

アカデミックな文章の書き方を学ぶ 

 

Acquire the ability to read various types of texts, such as novels, criticism and essays. 

Learn how to create and present resumes and to discuss in an appropriate manner. 

Learn how to write a academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、大学での学習の土台を作るために、小説・批評・思想などさまざまなタイプの文章を読解し、自分自身でアカデミッ

クな文章が書けることを目指します。 

毎回、課題文を提示しますので（購入が難しいものはコピーを配布します）、それを読解し、課題に応じてレジュメ等を作り、それを

もとに議論をするという形式をとります。 

授業の成果として、最終レポートを完成させます。 

 

In this course, students will read various types of texts, such as novels, criticism, and essays. You are required at the end to 

write academic text by yourself so that you can built a foundation for studying at university. 

Each time, you will have a text for reading; you are asked to make a resume, and to have a discussion based on it. 

You have to complete a final report as a result of all the lessons. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 図書館講習 

3. 発表とディスカッション：レジュメを書く 

4. 発表とディスカッション：プレゼンをする 

5. 発表とディスカッション：文献の探し方 

6. 発表とディスカッション：注をつける 

7. 発表とディスカッション：グループレポート 

8. 中間レポート講評 

9. 発表とディスカッション：テーマを決める 

10. 発表とディスカッション：論述の方法 

11. 最終レポート構想発表 

12. 最終レポート構想発表 

13. 最終レポート構想発表 

14. 最終レポート講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題文を読んでくる。レジュメ担当者はレジュメを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/発表(30%)/授業への参加（討論・提出物）(20%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的にコピーを配布します。購入が必要なものは別途指示します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｂ 

(Introductory Seminars F1b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクストの読解方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学理論の入門的テキストを読み、分析的な視点と方法論を自分のものにする。理論的な読み方、アカデミックな書き方、議論の

仕方を学ぶ。 

 

Read introductory texts on literary theory and get your own analytical perspectives and methodologies. Learn theoretical 

reading, academic writing and discussing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品を分析し、論理だった思考を紡ぎだすための方法論を学ぶ。分析するとは何かを考えるために理論的なテキストを読

む。相互批評を含む段階的な小レポート作成を課し、4,000 字の最終レポート執筆にむけて力を養う。 

 

Analyze literary works and learn the methodology for developing logical thoughts. In order to consider what carrying out analysis 

entails, we will read theoretical texts. Assignments consisting of short incremental reports that include mutual criticism will be 

set to develop the ability to write a 4,000-character final report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、テキスト配布、グループ・分担決定 

2. 図書館講習（１） 

3. 図書館講習（２） 

4. 文学理論の基礎（１）──報告とディスカッション 

5. 文学理論の基礎（２）──報告とディスカッション 

6. 文学理論の基礎（３）──報告とディスカッション 

7. 文学理論の基礎（４）──報告とディスカッション 

8. 第１回相互批評 

9. 文学理論の実践（１）──報告とディスカッション 

10. 文学理論の実践（２）──報告とディスカッション 

11. 文学理論の実践（３）──報告とディスカッション 

12. 文学理論の実践（４）──報告とディスカッション 

13. 第２回相互批評 

14. 全体総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ報告なので、報告担当グループはグループ内で事前にサブゼミ等でテクスト分析を行ったうえでレジュメをまとめ、報告

すること。また報告担当に当たっていない回にも、各自事前にテクストを読み、質問やトピック等を必ず複数あげておくこと。学期

末レポートの条件は、①4,000 字程度、②タイトルを明記、③注と参考文献表を必ずつける。これとは別に相互批評用のレポート

を課す 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告内容(30%)/演習・議論への参加度（小レポートを含む）(40%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■AU013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｃ 

(Introductory Seminars F1c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に日本文学の代表作を評論とともに読み解く。文学および評論を読む勘所を養いつつ、レジュメ作成や図書館での文献探索の

方法を学ぶことを大きな目標とする。 

 

Mainly we will read and try to decipher outstanding works of Japanese literature in conjunction with critiques of these works. 

While developing the vital traits needed to read literature and critiques, our major goal is to learn how to produce a report and 

search for reference literature at a library. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀文学の様相を大づかみにするために、毎回短い文庫本を一冊ずつ読んでいく。担当者の発表の後にディスカッションを行

う。 

 

In order to broadly cover aspects of twentieth-century literature, we will read a short paperback book in each session. We will 

conduct a discussion after the designated student’s presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

3. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

4. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

5. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

6. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

7. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

8. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

9. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

10. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

11. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

12. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

13. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

14. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、短い文庫本を一冊読んで、ミニレポートを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(30%)/発表内容(30%)/毎回の課題提出(40%) 

四分の一以上の欠席は履修の意図がないものとみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 - 1729 - 

■AU014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｄ 

(Introductory Seminars F1d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理的な文章を正確に読む。及びレジュメ・レポートの書き方習得 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読む・聞く・話す・書く能力の涵養。 

 

Cultivate reading, listening, speaking and writing skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストについて受講者がレジュメを作成し報告、それに基づいて討論を行う。合わせて文献資料の探し方、レジュメ・レポートの

書き方も指導する。 

 

Students will produce a summary, present their findings and conduct a debate based on their work. In addition, instruction on 

finding reference literature and writing a summary/report will be provided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、報告の分担決定、テキスト配布、作文の課題提示 

2. 図書館講習その１ 

3. 図書館講習その２ 

4. 文献探索の実践、文章の書き方指導 

5. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 杉田敦『境界線の政治学』より「二分法の暴力」 

6. 予備日 

7. テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像  第二時大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦闘員と

しての女性が戦時に担う一般的役割」 

8. レジュメの書き方指導 討論の技術実践 

テキスト精読 若桑みどり『戦争がつくる女性像――第二時世界大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』より「非戦

闘員としての女性が戦時に担う一般的役割」 

9. テキスト精読 小森陽一編『編成されるナショナリズム』より「黄禍論と優生学」 

10. レポートの書き方指導 

11. テキスト精読 岡真理『彼女の「正しい」名前とは何か』より「『第三世界』と『西洋フェミニズム』「「カヴァリング・ウーマン、あ

るいは女性報道」 

12. テキスト精読 丸山真男『現代政治の思想と行動』より「軍国支配者の精神形態」 

13. テキスト精読 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』より「日本型近代家族の成立」 

14. レポート相談・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、質問やコメントを考えてくる。図書館講習の後は、実際に文献検索を行ってみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業参加度(20%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉田敦、2005、『境界線の政治学』、岩波書店 

2. 若桑みどり、1995、『戦争がつくる女性像』、筑摩書房 

3. 小森陽一編、2002、『編成されるナショナリズム』、岩波書店 

4. 岡真理、2000、『彼女の「正しい」名前とは何か』、青土社 

5. 上野千鶴子、1994、『近代家族の成立と終演』、岩波書店 

丸山真男『現代政治の思想と行動』（未来社、１９６４年）も使用。テキストはコピーを配布する。受講者数によってもう一回分テキ

ストを追加する可能性あり。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階。  テキストはコピーを配布する。  

 

注意事項（Notice） 
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■AU021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ａ 

(Introductory Seminars F2a) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

文学批評入門 

―言葉の森へ分け入るために 

担当者名 

（Instructor） 
神野 紗希(KOUNO SAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究の際に必要になる基本的な批評理論を、具体的な作品の読み解きを通して学ぶ。文学作品に用いられている技術につ

いて、批評的に読み解く視点を獲得する。これから大学で勉強・研究するための「読む力」を養成する。 

 

I learn a basic review theory to be necessary in the case of grammatica through the reading and understanding of the concrete 

work. About a technique used for a literary work, I get a viewpoint to read for criticizing it, and to solve. I will train study, 

"power to read" to study it from now on at a university. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキスト『批評理論入門』第１章の「小説技法編」で紹介されている技法（「冒頭」「ストーリーとプロット」「語り手」「焦点化」「時間」

「アイロニー」「異化」「間テクスト性」……）から各自の担当項目を決める。その項目に沿って、指定された小説のうち各自が対象

とする作品を選び、発表を行う。演習の対象とする小説は太宰治「女生徒」芥川龍之介「藪の中」など、短編３～４作を予定してい

る（ガイダンスで最終決定）。 

 

I decide a charge item of each person from introduced technique in "novel technique" of "introduction to review theory" 

Chapter 1. Along the item, I choose the work which each person intends for among appointed novels and announce it. The novel 

which the practice intends for schedules a short story 3-4 product. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

入門演習の進め方 演習とは何か 

2. 文献や資料の検索方法 

3. レジュメ作成の方法、発表の基本 

4. 『批評理論入門』概説 

5. 学生による発表・討論 「冒頭」 

6. 学生による発表・討論 「ストーリーとプロット」と「時間」 

7. 学生による発表・討論 「語り手」と「焦点化」 

8. 学生による発表・討論 「性格描写」 

9. 学生による発表・討論 「アイロニー」 

10. 学生による発表・討論 「イメジャリー」 

11. 学生による発表・討論 「異化」 

12. 学生による発表・討論 「間テクスト性」 

13. 学生による発表・討論 「結末」 

14. 終わりに 演習がもたらすもの 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【予習】 当日、発表の対象となる項目や作品について事前に読み、理解を深めておくこと。 

自身の発表担当までに必要事項を調査し、発表準備を行うこと。 

 

【復習】 発表や討議で提示された複数の思考を検討しながら、自身の考えを深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(40%)/授業への積極的な取り組み(30%) 

レポートは、演習で扱った理論を踏まえ自由にテキスト（小説、詩、映画など何でも可）を選び報告する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廣野由美子、2005、『批評理論入門 「フランケンシュタイン」解剖講義』、中央公論新社 (ISBN:9784121017901) 

演習では数編の小説をサンプルとして使用する（太宰治「女生徒」芥川龍之介「藪の中」などを予定）。ガイダンスで担当を振り分
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けた上で決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全授業回のうち数回程度対面実施予定。初回のガイダンスは対面実施とし、以後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｂ 

(Introductory Seminars F2b) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
様々な小説の解釈と分析 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを適切に読解し、自分なりの解釈・分析ができるようになる。授業での発表、対話を通して、他者の意見を参考に、多様な

解釈の可能性を受け入れる。 

 

Read and accurately understand a text, and then become able to interpret/analyze it in the own way. Through in-class 

presentations and dialogue, and based on the opinions of others, accept that a wide variety of possible interpretations exist. 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な小説を読み、参加者全員が内容を自分なりに解釈・分析し、その根拠を示しつつ、他者にも納得できるような形で発表す

る。また、各々が自分の好きな小説について、聞き手に読みたいと思わせるような書評を行い、どの書評が一番魅力的だったか

投票を行う。 

 

We will read various novels and all students should be able to interpret/analyze the content in their own way. While providing 

evidence of their interpretation/analysis, students will give a presentation in a format that can successfully convince other of 

their argument. Also, each student will review a book that they like and present it in a way that convinces the listeners that it is 

something they would want to read. We will then vote on which book review was the most appealing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. カズオイシグロ『遠い山なみの光』 

3. ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』（上） 

4. 坂口安吾『白痴』 

5. プラトン『メノン』 

6. 安倍公房『人魚伝』 

7. ソフォクレス『オイディプス』 

8. 安倍公房『燃え尽きた地図』 

9. 内田百閒『遠吠え』 

10. マーク・トウェイン『不思議な少年』 

11. アラン・ロブ=グリエ『消しゴム』 

12. ビブリオバトル（１） 

13. ビブリオバトル（２） 

14. 最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者全員が毎回、指定の小説を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/発表（複数回）(50%) 

四分の一以上の欠席は失格とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｃ 

(Introductory Seminars F2c) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(詩文について) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、実作と批評を通して各自の言語観を深める。 

 

Through reading various poems,writing their works and critics, students will cultivate their thoughts about linguistic expressions 

and deepen their understanding of language and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語によるさまざまな詩を読み、初歩的な批評を書き、さらに詩の実作と批評をおこなう。 

また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。詩に親しむ。 

 

Students will read various poems,essays and write critical works in elementary level.Adding to that,students will write their 

poems and find the way to get pleasure to read and write poetry.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 詩を読む１(資料は配布する)。 

3. 詩を読む２(資料は配布する)。 

4. 詩を読む３(資料は配布する)。 

5. 詩を読む４(資料は配布する)。【これまでの三回をふまえて短い批評(レポート)を書いてきて提出。】 

6. 前回提出された批評について。 

7. 詩を読む(資料は配布する)。 

8. 詩を読む(資料は配布する)。【詩作品を書いてきて提出。】 

9. 提出された作品についての発表と講評１ 

10. 提出された作品についての発表と講評２ 

11. 詩を読む(資料は配布する)。【詩作品を書いてきて提出。】 

12. 提出された作品についての発表と講評１ 

13. 提出された作品についての発表と講評２ 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を授業時間外に執筆する必要がある。授業前や授業後に読んでおく必要のある資料や書籍などがある場合は、適

宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

四分の一以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 蜂飼耳(編)、2013、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩３ なやむ』、ゆまに書房 

2. 蜂飼耳(編)、2017、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩６ わらう』、ゆまに書房 

3. 大岡信・谷川俊太郎、2020、『声でたのしむ 美しい日本の詩』、岩波書店 

その他、資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1737 - 

■AU024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｄ 

(Introductory Seminars F2d) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学と視覚的イメージをめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と視覚的イメージのつながりに着目することによって、言葉の深度と速度を捉え、それを表現することを目標としています。  

 

By concentrating on the link between literature and the visual image it creates, we will aim to grasp the depth and pacing of 

words and become able to express these features.  

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの作家は、映画から触発を受けて優れた創作をしており、また、文学が映画監督を触発し、優れた映画に結実することがあり

ます。この演習では、よく知られた海外、日本の短編小説を交互に取り上げ、文学が醸し出す視覚的イメージを捉えることによっ

て文学的想像力を養うのと同時に、文学からの抽象の仕方を学びます。 

 

☆適宜、関連する映画作品を取り入れることを予定しています。  

 

Many authors take inspiration from films and produce outstanding works of fiction. Also, there are instances of literature 

inspiring film directors, who go on to produce remarkable movies. In this seminar, by covering well-known short stories and 

capturing the visual image that literature creates, we will cultivate literary imagination. Meanwhile, we will learn how to use 

abstraction through the literature. 

 

*If appropriate, the intention is to incorporate related films/videos.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. サン=テグジュペリ『星の王子さま』 

3. 松浦理英子『葬儀の日』 

4. カフカ『変身』  

5. 川上弘美『おめでとう』 

6. モーパッサン『脂肪の塊』 

7. 永井荷風『新橋夜話』 

8. ヴァージニア・ウルフ『青と緑』 

9. 稲垣足穂『一千一秒物語』 

10. ワイルド『サロメ』 

11. 泉鏡花『外科室』 

12. リルケ『若き詩人への手紙』 

13. 內田百閒『東京日記』 

14. まとめと補足 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当該テクストを精読して、心震わされた箇所を銘記しておくことが必要です。 受講者全員に、いずれかの作品の発表を担当して

もらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/受講態度・積極性(60%) 

4 分の 1 以上の欠席は不合格とみなされます 

 

テキスト（Textbooks） 

サン=テグジュペリ、池澤夏樹訳『星の王子さま』集英社文庫、2005 年 

松浦理英子『葬儀の日』河出文庫、1993 年 

カフカ、高橋義孝訳『変身』新潮文庫、1952 年 
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川上弘美『おめでとう』新潮文庫、2003 年 

モーパッサン、 青柳瑞穂訳『脂肪の塊・テリエ館』新潮文庫、1951 年 

永井荷風『すみだ川・新橋夜話 他一篇』岩波文庫、1987 年 

ヴァージニア ウルフ、西崎憲訳『ヴァージニア・ウルフ短篇集』ちくま文庫、1999 年 

稲垣足穂『一千一秒物語』新潮文庫、1969 年 

ワイルド、福田恒存訳『サロメ』岩波文庫、2005 年 

泉鏡花『外科室・海城発電 他 5篇』岩波文庫、1991 年 

リルケ、高安国世訳『若き詩人への手紙・若き女性への手紙』新潮文庫、1953 年 

内田百閒『東京日記 他六篇』岩波文庫、1992 年 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形式については、初回は対面とし、以降は受講者との相談で決定したいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 
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参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 



 

 - 1742 - 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1743 - 

■AU033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 



 

 - 1744 - 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 



 

 - 1746 - 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1747 - 

■AU035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 



 

 - 1748 - 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

Develop the logical thinking and writing skills needed to produce a graduate thesis or equivalent piece of writing. Produce an 

organized piece of writing of around 12,000 characters. 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習では，文章作成上の技術的な

作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の鍛練を目的とする。また，本

演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担当教員と 4 年次の卒論(制

作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポートとして卒業論文(制作)予

備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

Whether you write a graduation thesis or create a graduation piece, it is necessary to develop the know-how to read and 

comprehend logical texts, understand their structure, compose your own logical text and give a presentation on it. In this 

seminar we will learn technical rules to follow when writing and aim to cultivate the ability to compose a written text that is not 

just understandable to yourself, but able to successfully convince others of your argument. Also, this is the seminar for building 

a base of knowledge on how to write a graduate thesis or equivalent piece of writing. Therefore, the lead lecturer of this 

seminar does not necessarily need to be the same person as a student’s fourth year graduate thesis (or graduate piece) 

supervisor. A joint class with another lecturer’s class will also be carried out midway through the course. Students will submit a 

preliminary graduate thesis (or graduate piece) paper (of around 12,000 characters) as a final report for this seminar. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために、Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ、目次案、参考文献表を必ず含むこと。また、教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

四分の一以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 



 

 - 1750 - 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。文献はコピーを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1751 - 

■AU101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１ 

(Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統的漢字語彙と現代用語における文化的背景の分析を通して 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢字語彙の原義について、その伝統文化的背景から理解を深めるとともに、現代につくられた新語で用いられる「漢字」の内在的

変容を考察する。それらのことを通して、漢字語彙の特性・本質的原理を把握し、文章を構成する「言葉」を分析的に捉える力を

養うとともに、新たな文章表現の可能性を考察する。 

 

In addition to deepening the understanding of the original meaning of Chinese vocabulary from the traditional cultural 

background, we also analyze modern Chinese translation and consider the inherent transformation of Chinese vocabulary in 

modern society. Starting from these facts, we aim to realize more accurate sentence expressions by understanding the 

characteristics and principles of Chinese vocabulary, and by analyzing the ability to grasp the "words" that make up a sentence. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語を形成してきた要素としての漢字文化の源流に立ちかえる目的で、漢字そのものの原義、およびその広がりを中国の古典

籍、あるいは現代に継承する様々な伝統文化の面から探る。また、今日様々な方面でつくられている新語、とくに現代中国にお

ける新語を、日本語における新語等との比較を交えて分析していく。 

各回の授業において定められたテーマのもとで、漢字語彙についてのリサーチと分析を行い、レジュメと小レポートを作成し、発

表する。 

適宜、中国語や漢文資料をあつかうが、受講生のこれらの学習歴は問わない。 

 

The purpose of this research is to explore the original meaning and spread of Chinese characters from the perspective of 

Chinese classical literature and various traditional cultures inherited since modern times. The purpose is to transform the origin 

of Chinese character culture into an element that forms Japanese. In addition, by analyzing the origin of Chinese translation of 

Western translation concepts, this translation concept has made great changes to modern Chinese character culture. We have 

studied how the original meaning of Chinese characters was modified. In addition, regarding modern Chinese vocabulary, we will 

consider how to deviate from the original meaning of Chinese characters while paying attention to the social background. Based 

on these considerations, we will deepen our understanding of the characteristics and principles of Chinese vocabulary. 

Research and analyze Chinese vocabulary according to the topics determined by each class, and prepare and present resumes 

and small reports. 

We handle Chinese and Chinese materials as appropriate, but students do not need to have any of these learning backgrounds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション・分析法等について 

2. 漢字と漢語の特性・構造・歴史的背景に関して  

3. 近代における漢訳語彙（概説） 

4. 現代における新語（概説） 

5. 近現代における漢字語彙（発表） 

6. 情景表現（発表） 

7. 漢字世界の深淵 （概説） 

8. 漢字世界の深淵  （発表）  

9. 中間報告・討論  

10. 心身表現（概説） 

11. 心身表現（発表）   

12. 格言という予言の原理（概説） 

13. 格言という予言の原理（発表） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に指定されたテーマの範囲にて、具体的に一連の語彙を選ぶとともに、それぞれについて可能な限り分析し、レジュメ・小レ

ポートを作成し、発表にそなえる。 
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学習した事項は各自まとめて、適宜追加の分析を加え、理解を深めた上で中間報告、および最終報告書に備える。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間報告(15%)/授業における各回の発表(30%)/授業における発言・討論への参加度(15%) 

2/3 以上の出席がない場合は、成績評価の対象としない（ただし出席点は評価割合に含まない）。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布の資料を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 齋藤希史、2014、『漢字世界の地平』、新潮社 (ISBN:4106037505) 

2. 清地ゆき子、2018、『近代訳語の受容と変容』、白帝社 (ISBN:4863983026) 

3. 王力、1999、『古代漢語』、中華書局 (ISBN:9787101000825) 

4. 曲黎敏、2012、『生命沉思录』、長江文芸出版社 (ISBN:9787535455154) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２ 

(Seminars F2) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学史や文学の評価基準を批判的に書き換えるまなざしをもつこと 

 

Critically rewrite the literary history and its criteria 

 

授業の内容（Course Contents） 

 時代を問わず、翻訳文学ももちろん歓迎という条件のなかで、本演習では「女性作家」たちの作品を読み、議論することにしま

す。あまり知られていないマイナーな作品も、クィアな作品も歓迎です。 

 冒頭の数回は教室全体で文献を読み、全員で議論します。そののち履修者には、それぞれ自分で決めた小説について発表を

してもらい、それについて全員で討議します（選ぶ作品は基本的に自由）。加えて学期末に、2000 字程度のレポートを執筆しても

らいます。 

 具体的な授業内容については、履修者全員での話し合いの上で決定していきます（したがって、本シラバス内の「授業計画」は

あくまで仮のものです）。クラス全体で取り組みたいことがある場合は、ぜひご提案ください。 

 

 We will read and discuss the works of "female writers", from the critical point of view. "Minor" works, "queer" works are also 

welcome. 

 Each student will be asked to make a presentation about a work of their own choice. In addition, at the end of the semester, 

you will be asked to write a paper of about 2000 characters. 

 The specific lesson contents will be decided by discussing among all the students. (If you have something you would like to 

work on, to share with, please suggest it.) 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 短篇を読む 

3. 中篇を読む 

4. 批評を読む 

5. 発表＋討議 

6. 発表＋討議 

7. 発表＋討議 

8. 発表＋討議 

9. 発表＋討議 

10. 発表＋討議 

11. 発表＋討議 

12. 発表＋討議 

13. 発表＋討議 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題のテクストを読むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容、討論での発言(60%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストはコピーを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ３ 

(Seminars F3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論を読み、書く：平成文学を手がかりとして 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平成の３０年間に、文学にはさまざまな変化が起こった。平成文学の適切な理解のためには、理論的なフレームワークを修正す

る必要がある。この演習では福嶋の『らせん状想像力』を精読し、阿部和重や多和田葉子、小川洋子らの小説を読んだ後に、自

分で批評文を書くための基本的なトレーニングをおこなう。 

 

For thirty years of the Heisei period, various change occurred in the literary field. We need to modify theoretical framework to 

understand Heisei literature properly, In this seminar, after we will read Ryota Fukushima's "Spiral Imagination" and books by 

Kazushige Abe, Yoko Tawada and Yoko Ogawa in order to interpret Heisei Literature analytically , we will carry out basic 

training on how to write a critique of his works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

福嶋の批評を精読した後に、批評文を書くための訓練をおこなう。 

 

We will read Fukushima's critique analytically and provide training on writing a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担当者の発表＆ディスカッション 

2. 担当者の発表＆ディスカッション 

3. 担当者の発表＆ディスカッション 

4. 担当者の発表＆ディスカッション 

5. 担当者の発表＆ディスカッション 

6. 担当者の発表＆ディスカッション 

7. 担当者の発表＆ディスカッション 

8. 担当者の発表＆ディスカッション 

9. 担当者の発表＆ディスカッション 

10. 担当者の発表＆ディスカッション 

11. 担当者の発表＆ディスカッション 

12. 担当者の発表＆ディスカッション 

13. 担当者の発表＆ディスカッション 

14. 担当者の発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も精読が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/評論の達成度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福嶋亮大、2020、『らせん状想像力 平成デモクラシー文学論』、新潮社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ４ 

(Seminars F4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「遊び」をアカデミックに検討する 

担当者名 

（Instructor） 
今井 信治(IMAI NOBUHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「遊び」を構成するものと、その「楽しさ」の源泉を探る。具体的な題材を取り上げ、その「楽しさ」をアカデミックな言葉で語る術を

学ぶことを目標とする。 

 

Explore what “play” is made up of and the source of this “fun”. We will cover specific themes and aim to learn techniques for 

discussing the “fun” in these themes using academic terminology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

しばしばサブカルチャーと名指されるように、遊びの領域は文化のなかでも従属的／下位的な位置に置かれてきた。それゆえ

に、いわゆる高級文化に比して学問的な歴史は浅い。しかし、今日の大学生における関心の高まりから、遊びを語るためのアカ

デミック・スキルが強く求められている。本授業ではこうした状況に鑑み、「遊び」と「楽しさ」をキーワードとして、それらを分析する

ための理論的枠組みを学ぶ。その後に、アナログゲームを題材とした実践を通じて、理論を分析へと繋げる手法について学ぶ。 

 

Frequently labelled a subculture, the domain of “play” has generally been given a subordinate status/low ranked position in 

society. Therefore, compared to so called advanced culture, “play” only has a short academic history. However, due to 

increased interest in today’s university students, the academic skills required to discuss play are in high demand. In view of this 

situation and with “play” and “fun” as our keywords, in this class we will learn the theoretical framework for analyzing these 

domains. Then, through exercises on the subject of analog or non-digital games we will learn methods for linking theory to 

analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：受講者の確認および授業の進め方の説明 

2. 遊戯を構成する場についての理論：ホイジンガ 

3. 遊戯の楽しさを分析するための理論：カイヨワ 

4. 遊戯への没入を考察するための理論：チクセントミハイ 

5. 遊戯の形式を分析するための理論：記号論と構造主義 

6. 遊戯における身体性の役割：だるまさんがころんだ 

7. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(1) 

8. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(2) 

9. アナログゲームを用いたストーリーテリングの実践(3) 

10. アナログゲームの構造分析と実践(1) 

11. アナログゲームの構造分析と実践(2) 

12. アナログゲームの構造分析と実践(3) 

13. アナログゲームの構造分析と実践(4) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で対象となるテキストについて予習することが必要となる。また、報告の担当者はレジュメの作成を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/報告内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的に、検討対象とするテキストは授業時に指示してコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヨハン・ホイジンガ、2018、『ホモ・ルーデンス』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062924795) 

2. ロジェ・カイヨワ、1990、『遊びと人間』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4061589209) 
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3. ミハイ・チクセントミハイ、1996、『フロー体験』、世界思想社 (ISBN:978-4790706144) 

いずれも本授業テーマの基本文献なので、一読を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ５ 

(Seminars F5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治哲学史 ー『生政治』を考える 

担当者名 

（Instructor） 
バルダリ，Ｆ．(BALDARI FLAVIA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミでは現代哲学史における「生政治」という概念を考える。ミシェル・フーコーをはじめ、ジョルジョ・アガンベン、ロベルト・エ

スポジトなどの現代哲学者の文献を読んで、彼らにおける「生政治」の概念を分析する。それによって(1)異なる思想家において、

この概念がどういう意味を持つかを身につけること、（2）それぞれの相違や相似を理解し、（3）現在なぜ「生政治（バイオポリティク

ス ）」が再び話題になったのか、またどの意味を持つのかを考えることがこの授業の目標です。 

 

In this seminar, we will focus on the concept of "biopolitics" in contemporary philosophy history. We will read extracts of 

philosophers such as Michel Foucault, Giorgio Agamben, and Roberto Esposito, and we will analyze their understanding of 

"biopolitics."   

This seminar's learning goals are: 1)to learn what this concept means for the different thinkers; 2) to understand the differences 

and similarities between them; 3) to reflect on why "biopolitics" has become a topic of discussion again and its meaning. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では「生政治」というテーマを扱います。「生政治」は現代哲学の話題になってきましたが、この概念を扱った哲学者が異な

る側面からその概念を分析するので、彼らの文献を読みながら、それぞれの議論における「生政治」の文脈、意味、原因と結果を

深く理解する予定です。 

 ミシェル・フーコーをはじめ、ジョルジョ・アガンベン、ハンナ・アーレント、ロベルト・エスポジトの思想の簡単な紹介と共に、それぞ

れの文献の箇所のセレクションを読みます。ゆっくり進みますので、哲学的な概念を深く扱います。 

 授業の前半は発表者の報告（テクストの要約および考察）、後半はみなさんのディスカッションを中心に進めます。哲学的な概念

を理解し、問いを立てるための基礎的なトレーニングも行います。 

 

In this class, we will focus on the analysis of "biopolitics." "Biopolitics" has become a modern philosophy topic, but the 

philosophers who dealt with this concept analyzed it from different aspects. While reading their original texts, we will deepen the 

understanding of the context, its meaning, and the causes and consequences of "biopolitics" according to every one of them. 

Along with a brief introduction to their ideas, we will read a selection of the original texts of Michel Foucault, Giorgio Agamben, 

Hannah Arendt, and Roberto Esposito. We will proceed slowly to deepen the understanding of each philosophical concept.   

The first half of the class will focus on the presenter's report (text summary and comments), and the second half will focus on 

the class discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法など）報告への練習① 問いを立てましょう 

2. ロベルト・テッロージ『イタリアン・セオリーの現在』、「生政治とは」pp. 41-54 

3. ミシェル・フーコー『社会は防衛しなければならない (1975-76)』1976 年 3 月 17 日の講義 

4. ミシェル・フーコー『社会は防衛しなければならない (1975-76)』1976 年 3 月 17 日の講義 

5. ロベルト・テッロージ『イタリアン・セオリーの現在』、「アガンベンの生政治」pp.75-86 

6. ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル』、「プロローグ」pp. 7-22 

7. ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル』、「生の政治化」pp.165-174 

8. ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル』、「人権と生政治」pp.175-186 

9. ハンナ・アーレント 『全体主義の起源』、「人権のアポリア」 

10. ハンナ・アーレント『全体主義の起源』、「人権のアポリア」 

11. ロベルト・テッロージ『イタリアン・セオリーの現在』、「エスポジトの生政治」pp. 86-90 とロベルト・エスポジト『近代政治の脱

構築 : 共同体・免疫・生政治』pp. 168-174 

12. エスポジト・ロベルト『近代政治の脱構築 : 共同体・免疫・生政治』pp.177-189 

13. エスポジト・ロベルト『現代思想』、「Covid-19 時代の〈免疫〉生政治」（インタビュー）(106-115) 

14. 総括ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：参加者は全員、事前に次回のテクストを読んでコメントペーパーを作成する。報告担当者はレジュメを用意する。 
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レジュメとコメントペーパーの提出は毎週の火曜日の夜までです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者数によって、計画は少し変わる可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1760 - 

■AU106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ６ 

(Seminars F6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシアの短い小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 裕之(OZAWA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

長篇より手に取りやすいロシアの短い小説を主体的に読み、他の受講者とディスカッションを重ね、ロシア文学に対する理解を深

めること。 

 

The aim of this course is for students to develop an understanding of Russian literature by proactively reading short stories and 

by having discussions with other students. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語に訳されたロシアの短い小説を皆で読み、ディスカッションします。原則として、毎回 1 つの短篇・短篇集を取りあげ、それ

について担当者が報告を行ないます。扱う小説・作家のリストは初回授業時に配布。長めの短篇から１頁に満たない短篇まで、

19 世紀から 20 世紀の作家まで、多種多彩な小説・作家をリストアップする予定です。初回授業時に報告担当者を決めます。ロシ

ア語ができなくても構いません。 

 

We read and discuss Russian short stories. In principle, this course deals with a short story (or a short story collection) each 

week, and a selected student presents it. During the first class, I show the list of the stories, from long to short of less than one 

page, and writers from the 19th century to the 20th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス。授業で扱う短篇小説のリストを配り、報告担当者を決める。 

2. 担当者の報告とディスカッション 

3. 担当者の報告とディスカッション 

4. 担当者の報告とディスカッション 

5. 担当者の報告とディスカッション 

6. 担当者の報告とディスカッション 

7. 担当者の報告とディスカッション 

8. 担当者の報告とディスカッション 

9. 担当者の報告とディスカッション 

10. 担当者の報告とディスカッション 

11. 担当者の報告とディスカッション 

12. 担当者の報告とディスカッション 

13. 担当者の報告とディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取りあげる小説は担当者以外も事前に読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容とディスカッション内容(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. アーザル・ナフィーシー（市川恵里訳）、2017 年、『テヘランでロリータを読む』、白水社 (ISBN:9784560095379) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ７ 

(Seminars F7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語の短編小説、エッセイを読む（とくに戦争をめぐって） 

担当者名 

（Instructor） 
森元 庸介(MORIMOTO YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第 2 次大戦を主題とする小説やエッセイを中心的に取り上げつつ、文学作品を少しだけナイーヴではないしかたで読むためのコ

ツをつかむ。 

 

This course is intended to provide some tips to read literary works in just a little less naive manner, mainly through Japanese 

novels and essays concerning the WW II,  

 

授業の内容（Course Contents） 

あらかじめ指定された作品を読んだうえで、ディスカッションをおこなう。 

 

Students will be required to read proposed texts beforehand, and then to participate in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

（以下、取り上げる作家、作品を含め、あくまで仮の予定である。出席者の関心、また授業形式の如何により、変更の可能

性あり。） 

2. 富士正晴（1）「帝国軍隊に於ける学習・序」 

3. 富士正晴（2）「わたしの戦後」 

4. 林芙美子（1）『下駄で歩いた巴里』 

5. 林芙美子（2）『戦線』 

6. 太宰治「一二月八日」ほか 

7. 久生十蘭（1）「黄泉から」、「春雪」 

8. 久生十蘭（2）「ノア」、「生霊」 

9. （以降、できれば出席者のみなさんから提案くださった作品を読みたいと考えているが、それがむずかしい場合には、大岡

昇平（1）『野火』。以下、同様） 

10. 大岡昇平（2）『野火』 

11. 武田泰淳「ひかりごけ」 

12. 大西巨人（1）『神聖喜劇』 

13. 大西巨人（2）『神聖喜劇』 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に求めない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の進行に合わせ、こちらで準備する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の進行に合わせ、こちらで指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ８ 

(Seminars F8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハンナ・アーレントを読む 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では、ハンナ・アーレントの主著『人間の条件』をとりあげます。 

 

1905 年にドイツのユダヤ人家庭のもとで生まれたアーレントは、マルティン・ハイデガーら当時の哲学者のもとで哲学を学びま

す。30 年代にナチスを逃れフランスに、ついでアメリカに渡ったアーレントは「難民＝亡命者」でもありました。戦後すぐに『全体主

義の起原』によって「全体主義」についての哲学的な考察を提示したアーレントは、その後、まさしく現代における「人間の条件」そ

れ自体についての考察を展開することになります。最近では、映画『ハンナ・アーレント』がヒットすることで、一般的にも注目を浴

びることになりました。 

 

『人間の条件』はそのアーレントの哲学的主著です。なかなか難解な本ですが、とはいえ現代の哲学の古典として、さまざまな分

野に影響を与え、いまなおも多くのことを考えさせてくれる重要なテクストです。 

 

この演習を通じて、アーレントの思想を理解することはもちろんですが、哲学的な文章を読み方を身につけ、それについて筋道を

立てて議論ができるスキルを身につけることも目指します。 

 

前提知識があるに越したことはありませんが、難しいところは授業のなかで解説をしますので、扱われる問題に関心のある方の

受講をお待ちしています。 

 

In this course, we will read together Human Condition of Hannah Arendt. 

Arendt is a German-born Jewish philosopher of 20th century. After studying philosophy under Martin Heidegger, she fled Nazi-

Germany and stayed in France as a "refugee" before arriving at US. After a philosophical analysis on "totalitarianism", she 

deepens her reflexions on "human condition" of the modern time.  

Human Condition is one of her masterpieces. Although it is not so easy to read it, this book has a large influence on many other 

fields, and still gives a lot of insights into our life. 

 

The objective of this course is not only to understand Arendt's thought but also to acquire the skills to read philosophical texts 

and to develop discussion with your own concerns. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、各回担当者を決め、扱う範囲のレジュメを作成していただきます。各回はそれをもとに、当該箇所の理解を深め、参加

者のあいだで議論をしていきます。 

アーレントの他の著作（『全体主義の起原』『イェルサレムのアイヒマン』など）や、関連する文献についても適宜目配せをしていき

ます。 

 

We will read the main text together and share basic discussions in consideration of each participant's own interests. We will 

refer to some other texts of Arendt ( Origins of Totalitarianism,  Eichmann in Jerusalem etc.), and related literatures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方、主題の説明） 

2. テクスト講読・ディスカッション 

3. テクスト講読・ディスカッション 

4. テクスト講読・ディスカッション 

5. テクスト講読・ディスカッション 

6. テクスト講読・ディスカッション 

7. テクスト講読・ディスカッション 

8. テクスト講読・ディスカッション 

9. テクスト講読・ディスカッション 

10. テクスト講読・ディスカッション 

11. テクスト講読・ディスカッション 
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12. テクスト講読・ディスカッション 

13. テクスト講読・ディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は毎回対象箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハンナ・アーレント、1994、『人間の条件』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480081569) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本アーレント研究会、2020、『アーレント読本』、法政大学出版局 (ISBN:4588151096) 

2. 矢野久美子、2014、『ハンナ・アーレント』、中公新書 (ISBN:4121022572) 

3. 森分 大輔、2019、『ハンナ・アーレント』、ちくま新書 (ISBN:4480072306) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ９ 

(Seminars F9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩と哲学のあわい 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「触発する言葉」とその表現方法を習得することを目標としています。 

 

The aim is to learn the possibility of ‘inspiring words’ and the means of expressing them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 わたしたちがある作品に出会ったとき、その作品を真に「受け取る」とは何を意味するでしょうか。それは、作家が潜っていった

海の底まで自らも沈潜し、身体でつかみとったものを、ふたたび表現することだと言えるでしょう。そのときわたしたちは、出会った

ことのない作家の「精神そのもの」に触れるのと同時に、自らがある方向に突き動かされる経験をするのではないでしょうか。 

 この演習では、詩人・寺山修司と哲学者・池田晶子のテクストを交互に取り上げ、思考し、イメージすることと、表現することとの

往還を学びます。 

 

＊適宜、関連する映画作品を取り入れることを予定しています。 

 

 When you encounter a piece of work, what does it mean to genuinely ‘accept’ the piece? It means to immerse yourself in 

the content to the extent that the author did, even if that means sinking into deep thought, and being able to grasp the essence 

and convey it again. Through this process we will be exposed to the true spirit of an author we have never met and maybe even 

experience something that propels us as individuals to move in a certain direction. 

 In this seminar through reading texts by Shuji Terayama and Akiko Ikeda, we will learn abstraction, amplification and the means 

of expressing them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 埴谷雄高 & 池田晶子対談——『オン』① 

3. 幸福への欲望——『幸福論』① 

4. 最後からひとり目の読者による埴谷雄高論——『オン』② 

5. 遊びによる認識――『幸福論』② 

6. 註解『不合理ゆえにわれ信ず』——『オン』③ 

7. 偶然と必然——『幸福論』③ 

8. 清洌なる詐術〔詩〕——『事象そのものへ』① 

9. さよなら主義——『青女論』① 

10. 非-女権思想論——『事象そのものへ』② 

11. 人生のドラマツルギー——『青女論』② 

12. 発現する消失点〔神〕——『事象そのものへ』③ 

13. 言葉という友人——『ポケットに名言を』 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回、テクストの当該箇所を精読し、「触発された言葉」を銘記しておくことが求められます。受講者全員に一回発表を担当して

もらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・積極性(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 寺山修司『幸福論』角川文庫、2005 年 

     『青女論』角川文庫、2005 年 

     『ポケットに名言を』角川文庫、2005 年 
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池田晶子『オン』講談社、2005年 

    『事象そのものへ』法蔵館、1991 年 

 

＊寺山修司に関しては、角川文庫版を使用します。 

＊池田晶子に関しては、当該テキストのコピーを PDFで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形式については、初回は対面とし、以降は受講者との相談によって決定したいと思います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１０ 

(Seminars F10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
茨木のり子を読む―韓国関連作品を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
金 智英(KIM JIYOUNG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「現代詩の長女」と呼ばれる詩人・茨木のり子の作品を読むことで、現代詩への理解を深める。 

特に茨木のり子が愛してやまなかった韓国との関係およびその関連作品を日韓の比較文学的観点から考える。 

 

By reading the works of Ibaraki Noriko who is called ‛the eldest daughter of modern poetry', We aim to appreciate deeply 

Japanese modern poets. In particular, I would like to think about the relationship with Korea which Ibaraki Noriko had a strong 

attachment and consider the related works from the comparative literary point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

茨木のり子の作品を原則として 1 回２作品のペースで読んでいく。毎回、作品の要約と読みどころをまとめたプリントを配布し、そ

れに基づいて授業を行う。今学期は、特に茨木のり子の翻訳詩集『韓国現代詩選』、エッセイ集『ハングルへの旅』に焦点を当て

て、翻訳上の特徴や韓国文化との関係について考える予定。茨木のり子の作品が中心になるが、各テーマに関する韓国現代詩

や小説を積極的に紹介し、日韓比較文学研究についても理解を深める。 

 

We appreciate Ibaraki Noriko's works at the pace of two works every week. 

Distributing a summary of the work and its features, the class will be conducted based on it. This semester, in particular, will 

focus on Noriko Ibaraki's translated poetry book, ‛Korean Modern Perspective' and her essay ‛A Journey to Hangeul,' to 

consider her relationship with Korean literature along with her translation features. Focusing on Noriko Ibaraki's works, but 

actively introducing literary works such as Korean modern poetry and novels. Every class about each theme, students can also 

enhance their understanding in Japanese and Korean comparative literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人と作品の概要、授業方針の説明 

2. 茨木のり子の作品世界：戦後詩人として 

3. 茨木のり子の作品世界： 「隣人愛」の詩人として 

4. 茨木のり子の作品世界：「Y」のエロス 

5. 茨木のり子と韓国：ハングル学習への道 

6. 茨木のり子と韓国：翻訳詩集『韓国現代詩選』（その 1） 

7. 茨木のり子と韓国：翻訳詩集『韓国現代詩選』（その 2） 

8. 茨木のり子と韓国：エッセイ集『ハングルへの旅』（その 1） 

9. 茨木のり子と韓国：エッセイ集『ハングルへの旅』（その２） 

10. 韓国現代詩：青春の詩を味わう 

11. 韓国現代詩：愛を詩を味わう 

12. 韓国現代小説：いま韓国で話題の作品 

13. 韓国現代小説：いま日本で話題の韓国作品 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ詩人の基本的な伝記的な情報を入手しておくことが望ましい。毎週、事前に作品を精読するとともに、自分の感想や問

題点を整理して授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・平常の参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１１ 

(Seminars F11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(批評と実作) 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 有以(NOZAKI AI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による表現について具体的に考え、実作と批評を通して理解を深める。 

 

Through reading the texts, writing works, critics, students will deepen their thoughts about Japanese linguistic expressions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による詩および随筆などの文章（ときどき民話なども取り上げる）を読み、作品の実作と批評をおこなう。(提出された作品

等は、配布して履修者全員で読む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

We will mainly read poetry and essays written in Japanese, and sometimes consider folk tales from various perspectives. 

Students write poetry and critical works and read them together. Through discussions., students deepen their own thoughts . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。資料を配布して読む。 

2. 「詩人」という概念について、文学の枠にとらわれずにさまざまな観点から検討する。（資料は配布する） 

3. 詩を読む(資料は配布する)。【前回の資料に関して、短い批評を書いてきて提出。】 

4. 詩を読む(資料は配布する)。前回提出された批評を読む。【詩作品を書いてきて提出。】 

5. 提出された作品の発表と講評１ 

6. 提出された作品の発表と講評２ 

7. 資料を読む（日本の民話や童話をジェンダーの観点などから考える）。 

8. 資料を読む（随筆）。【前回の資料に関する小レポートを提出。】 

9. 詩を読む（資料は配布する）。【随筆を書いてきて提出。】 

10. 提出された作品の発表と講評１ 

11. 提出された作品の発表と講評２【詩作品を書いてきて提出。】 

12. 提出された作品の発表と講評１ 

13. 提出された作品の発表と講評２ 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を、授業時間外に執筆する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉野弘、1982、『詩の楽しみ―作詩教室』、岩波書店 

2. 吉野弘、2014、『現代詩入門 新版』、青土社 

3. 茨木のり子、1979、『詩のこころを読む』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として毎回対面授業を行う予定であるが、新型コロナウイルスの状況によって、オンライン授業を増やす可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１２ 

(Seminars F12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(文章表現) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、実作と批評を通して理解を深める。 

 

Through reading the texts,writing works,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and deepen their 

understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による文章(短編・掌編小説など)を読み、さらに作品の実作および批評をおこなう。(提出された作品は、配布して履修者

全員で読む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

Students will read short stories written in Japanese and write their works.The works submitted will be read in class.Through 

discussins,students will deepen their understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 文章を読む(資料は配布する)。【掌編小説など文章作品の提出。】 

3. 提出された作品の発表と講評１ 

4. 提出された作品の発表と講評２ 

5. 提出された作品の発表と講評３。【文章作品の提出。】 

6. 提出された作品の発表と講評１ 

7. 提出された作品の発表と講評２ 

8. 提出された作品の発表と講評３ 

9. 文章を読む(資料は配布する)。【文章作品の提出。】 

10. 提出された作品の発表と講評１ 

11. 提出された作品の発表と講評２ 

12. 提出された作品の発表と講評３ 

13. 文章を読む(資料は配布する)。 

14. まとめ。【最終レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

提出する課題を授業時間外に執筆する必要がある。授業前、授業後などに読んでおくべき資料や書籍がある場合、目を通す必

要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１７ 

(Seminars F17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流行や迷信など従来まともに取り上げられることの少ない事象から日本近代を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト精読を通して、「高校では教わらない」日本近代史の知識を身につける。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的

な議論をする力を身につける。同時にレポート・論文執筆に必要なノウハウを習得させる。 

 

By thoroughly reading the text we will acquire knowledge of modern Japanese history that isn’t taught at high school. We will 

develop the ability to accurately read the text, produce a clear report and deliver a logical argument. Concurrently, we will 

develop the know-how needed for writing a report/academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

松山巌『うわさの遠近法』、川村邦光『幻視する近代空間――迷信・病気・座敷牢、あるいは歴史の記憶』を読む。担当者はレジュ

メを作成し報告、それに基づいて質疑応答・討論を行う。 

レポートの書き方についても参考資料を配布し、指導を行う。 

 

We will read Uwasa no enkinho (Literal translation: A perspective on rumors) by Iwao Matsuyama, and Genshi suru kindai kukan: 

Meishin, byoki, zashikiro, aruiwa rekishi no kioku (Literal translation: Visions of modern spaces: superstitions, illnesses, prison 

cells (floored with tatami mats), or memories of history) by Kunimitsu Kawamura. Appointed students will produce and deliver a 

report, then carry out a question and answer session/debate based on the report. 

Reference materials will be handed out and instruction provided on how to write a report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『うわさの遠近法』精読 

3. 『うわさの遠近法』精読 

4. 『うわさの遠近法』精読 

5. 『うわさの遠近法』精読 

6. 『うわさの遠近法』精読 

7. 『うわさの遠近法』精読 

8. 『幻視する近代空間』精読 

9. 『幻視する近代空間』精読 

10. 『幻視する近代空間』精読 

11. 『幻視する近代空間』精読 

12. 『幻視する近代空間』精読 

13. 『幻視する近代空間』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

3 分の 1 以上の欠席は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松山巌、1993、『うわさの遠近法』、青土社 

2. 川村邦光、1990、『幻視する近代空間』、青弓社 

テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

研究室はロイドホール７階 

 

注意事項（Notice） 
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■AU118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１８ 

(Seminars F18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命・環境倫理学入門 

担当者名 

（Instructor） 
山本 剛史(YAMAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・生命倫理学と環境倫理学に関する各自の関心の惹起 

・生命倫理学と環境倫理学に関する基本的なトピックや考え方の理解 

・生命倫理学と環境倫理学に関するテキストの探し方と読み方の習得 

 

・Stimulate individual interest in bioethics and environmental ethics 

・Understand basic topics and ideas in bioethics and environmental ethics 

・Learn how to find and read texts on bioethics and environmental ethics 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、生命倫理学と環境倫理学に関連するテキストを題材に、各回の前半をテキストに関する説明およびリアクションペ

ーパーに対するコメントに充て、後半で議論を行う予定である。 

テキストはいわゆる狭義の哲学・思想書だけではない。生命倫理や環境倫理は医療者や患者、あるいは環境保護や公害反対に

身を投じている人によって書かれたものにも現れている。また政府が発表している行政文書や国際規約への注目も欠かせない。 

この演習を通して、思想と生活との関連を読み取って行動に生かすセンスが習得できたらしめたものである。 

 

In this exercise, the first half of each session will be devoted to explanations  on texts related to bioethics and environmental 

ethics and the comments on the reaction papers, and the second half to discussions. 

The texts are not only philosophy and thought books in the narrow sense of the word. Bioethics and environmental ethics can 

be found in the writings of medical practitioners and patients, as well as those who are committed to environmental protection 

and opposition to pollution. It is also essential to pay attention to government documents and international conventions. 

Through this exercise, we hope to acquire the sense to read the relationship between thought and life and apply it to our 

actions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の具体的な進め方について＋生命倫理学成立史と障がい者の問題 その 1 

2. 生命倫理学成立史と障がい者の問題 その 2 

3. 尊厳死・緩和ケアとその背景 その１ 

4. 尊厳死・緩和ケアとその背景 その 2 

5. 脳死・臓器移植について その 1 

6. 脳死・臓器移植について その 2 

7. 環境倫理学の基本となるリスク社会論 その１ 

8. 環境倫理学の基本となるリスク社会論 その 2 

9. 公害との戦いの果て その 1 

10. 公害との戦いの果て その 2 

11. 福島第一原発事故を俯瞰する視点 その 1 

12. 福島第一原発事故を俯瞰する視点 その 2 

13. 風土と環境倫理 

14. パリ協定の条文にはどのような思想が現れているか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の資料は PDF化して事前に配信するので、必ず読み込んでくること。 

また、議論を通して考えたことについてリアクションペーパーとして授業後に提出してもらう。（授業内にペーパーを書く時間は取ら

ない予定） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（課題）(60%) 

授業全体の中から特に関心を持ったトピックについて、参考文献を複数読んだうえで最終レポートを書いて提出すること。また、
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平常点課題は全体の 3 分の 2以上の提出を課す。平常点課題の提出数が足りない場合は不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

無し。こちらから様々な文章をその都度配信する。(Blackboardの使用を予定） 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林亜津子、2019、『看護のための生命倫理〔改訂三版〕』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779514050) 

2. 吉永明弘/寺本剛、2020、『環境倫理学』、昭和堂 (ISBN:978-4812219348) 

上記二冊は授業全体の入門として挙げておく。哲学・思想としての生命倫理学と環境倫理学を理解するうえでも有益である。 

以下、授業で実際に抜粋することを構想中の書籍等を列挙する。 

Ｄ.ボンヘッファー『現代キリスト教倫理』/Ｅ.キューブラ―=ロス『死ぬ瞬間』/小松美彦『脳死・臓器移植の本当の話』/ニュルンベル

ク綱領/ヘルシンキ宣言/「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針（ガイドライン）/Ｕ．ベック『危険社会』/緒方正人『チッ

ソは私であった』/井戸川克隆『なぜ私は町民を埼玉に避難させたのか』/武谷三男『原水爆実験』/吉永明弘『都市の環境倫理』/

低線量ワーキンググループ報告書/パリ協定条文 

授業の進行と受講生の関心の傾向によってこれらから削除ないし追加がありうる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は「入門」と銘打ちながら、2 分野の主要問題を網羅的に扱う授業ではありません。授業計画と参考文献に示されている

ように、扱うトピックには限りがあります。それよりも生命倫理学や環境倫理学がどのようなテキストに広がっている分野なのか、

ということを体得してもらう授業です。 

また、特に予定通りすべて対面授業になった場合、テキストの各自の予習は不可欠です。 

予習と課題に取り組む労をいとわない学生の参加を望みます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１９ 

(Seminars F19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス現代哲学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学は、文学・社会学・メディア論・現代芸術・文化批評・政治学・科学技術論などさまざまな領域で影響をもたらして

きました。この授業では、フーコー、デリダといった「ポスト構造主義」など 20 世紀の思想から「思弁的実在論」など最新の思想ま

で、フランス現代哲学の基本文献・重要文献を輪読し、そこで提示された基本的な概念や問題関心を理解することをめざします。 

 

Contemporary french philosophy has a large influence on other fields, such as literature, sociology, contemporary art, cultural 

criticism, political theory and so on. In this course, we will read together texts written by some typical thinkers of contemporary 

french philosophy, especially Michel Foucault, Jacques Derrida and Quentin Meillassoux. 

The goals of this course are in particular: 

・ to learn how to interpret philosophical texts, 

・ to have knowledge on basic concepts, such as "bio-politique", "déconstruction", "speculative materialism", 

・ to interpret the issues discussed with your own interests and develop your thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は基本的に講読形式をとり、フランス現代哲学のテクスト（日本語訳）をじっくり読み、論じられているテーマ・内容について出

席者のあいだで議論をします。 

具体的な哲学者・テーマとしては、ミシェル・フーコー（権力、性、生政治）、ジャック・デリダ（脱構築）、カンタン・メイヤスー（思弁的

実在論）などを念頭に置いています。以下の授業計画はあくまで予定です。加えて、出席者の関心に合わせてテクストを選択する

場合もあります。 

 

We will read some basic texts of contemporary french philosophy together and share basic discussions. The themes that will be 

discussed are: "power", "sexuality", "biopolitics" of Michel Foucault, "deconstruction" of Jacques Derrida, and "speculative 

materialism" of Quentin Meillassoux. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業の進め方、主題の説明） 

2. テクスト講読・ディスカッション（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』（抜粋）） 

3. テクスト講読・ディスカッション（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』（抜粋）） 

4. テクスト講読・ディスカッション（ミシェル・フーコー『思考集成』（抜粋）） 

5. テクスト講読・ディスカッション（ミシェル・フーコー『性の歴史』（抜粋）） 

6. テクスト講読・ディスカッション（ミシェル・フーコー『性の歴史』（抜粋）） 

7. テクスト講読・ディスカッション（ジャック・デリダ 『独立宣言』（抜粋）） 

8. テクスト講読・ディスカッション（ジャック・デリダ 『グラマトロジーについて』（抜粋）） 

9. テクスト講読・ディスカッション（ジャック・デリダ 『グラマトロジーについて』（抜粋）） 

10. テクスト講読・ディスカッション（ジャック・デリダ 『エクリチュールと差異』（抜粋）） 

11. テクスト講読・ディスカッション（ジャック・デリダ 『エクリチュールと差異』（抜粋）） 

12. テクスト講読・ディスカッション（カンタン・メイヤスー『有限性の後で』（抜粋）） 

13. テクスト講読・ディスカッション（カンタン・メイヤスー『有限性の後で』（抜粋）） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者は毎回対象箇所を読んでくる。担当者はレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 
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参考文献（Readings） 

1. ミシェル・フーコー、『フーコー・コレクション』1〜6 巻、ちくま学芸文庫 

2. ミシェル・フーコー、『監獄の誕生』、新潮選書 

3. ミシェル・フーコー、『性の歴史』1〜4 巻、中央新書ラクレ 

4. ジャック・デリダ、『グラマトロジーについて』、現代思潮社 

5. ジャック・デリダ、『エクリチュールと差異』、法政大学出版局 

6. カンタン・メイヤスー、『有限性の後で』、人文書院 

7. 川口茂雄 他、『現代フランス哲学入門』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２０ 

(Seminars F20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
批評的なエッセー集を編む／テクストを読み、単行本を製作する共同作業 

担当者名 

（Instructor） 
熊沢 敏之(KUMAZAWA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

折々に書かれた、さまざまな内容と文体をもつエッセーを読み、それを編集して 1 冊の単行本に仕上げるまでの編集者の実務を

追体験する演習である。①各エッセーの内容をきちんと読みとる。②本の全体像（目次）をイメージし、それにふさわしい版面を決

定する。③テクストを入稿し、装丁も施して、通読可能な「モノ」としての本の形を整える。こうして、「読む‐作る」という課題を実践

しながら、編集に携わった個々の学生に固有の単行本を完成させる。 

 

In this seminar, you experience the editor's work through the act of reading-making.  First you read various essays, and then 

edit them into one book.  The seminar proceed as follows. 

1. Read the contents of the essays properly. 

2. Imagine the whole picture or the table of contents of the book, and decide the printing image suitable for it.  

3. Send the text for printing and bind the book, and format the book as a readable “product.” 

 

授業の内容（Course Contents） 

市村弘正『小さなものの諸形態』（筑摩書房、1994 年）所収の 11本の思想的エッセーをまずは先入観なしに読んで、著者の発す

るメッセージを理解する（講読）。その過程で、学生各自が本の全体像をイメージし、それにふさわしい自分だけの目次づくりに挑

戦する（実践）。最終的には、各自に固有の 1 冊の単行本を完成させ、その実物の提出をもって成績評価とする。なお、授業は回

ごとに「講読」「実践」だけでなく、講師の編集者としての経験を披瀝しながら（講義）、最終目標に到達することを目指す。 

 

First, you read 11 thoughtful essays in Hiromasa Ichimura's Forms of Little Things (Chikumashobo, 1994) and understand the 

messages of the author (Reading).  While reading, you imagine the whole picture of the book that is unique to you, and try to 

create a table of contents (Practice).  Finally, you complete your own book.  Grading is done by submitting the book. 

I will tell you many of my experiences as an editor (Lecture) and help you reach your end goals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【オリエンテーション：講義】】思想的エッセー集を編む①――講師紹介／学生自己紹介 

2. 【講義】思想的エッセー集を編む②――「筑摩書房とはどんな出版社か？」「私の大敗北の歌（阿部謹也との思い出から）」 

3. 【講読】市村弘正『小さなものの諸形態』所収のエッセーを読む①――「小さなものの諸形態」 

4. 【講読】同②――「文化崩壊の経験」「友情の点呼に答える声」（以下、順不同） 

5. 【講読】同③――「落下する世界」「考える言葉」 

6. 【実践】編集入門①――原稿を印刷所に入稿するための ABC 

7. 【講読】市村弘正『小さなものの諸形態』所収のエッセーを読む④――「在日三世のカフカ」「家族という場所」 

8. 【講読】同⑤――「貧民の都市」「夢の弁証法」 

9. 【講読】同⑥――「『残像』文化」「経験の『古典』化のための覚え書」 

10. 【実践】編集入門②――各自の目次内容を発表／グループごとに検討 

11. 【実践】編集入門③――オビ原稿の提出／「編者あとがき」の提出／装丁の決定／組版の決定 

12. 【実践】編集入門④――完成した装丁を確認しながらオビ原稿を発表 

13. 【講義】思想的エッセー集を編む③――「読書することと引用すること」（市村弘正の思い出） 

14. 【まとめ】本ができた！／学期の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画のなかの「講読」では、テキスト（エッセー）を読んで、それについてのレポートを持ち寄る（数人の担当者が発表）。「講

義」は、聴講した後、内容を復習して次回に備える。「実践」は、単行本の目次内容と版面のイメージを検討するので、自身のアイ

デアを用意しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業で発表し、意見を述べる(60%)/最終制作物(40%) 

原則として 3 回以上欠席すると、単位取得不能とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 市村弘正、2004、『増補 小さなものの諸形態』、平凡社 (ISBN:978-4-582-76496-3) 

現在、出版社で品切れになっているので、テキストはコピーで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 市村弘正、1994、『小さなものの諸形態』、筑摩書房 (ISBN:4-480-84232-2) 

1 は、テキスト欄に掲載の「平凡社ライブラリー」版の単行本原本。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「講義」ではパワーポイントを用いて、理解の深化を計る。最終的にできあがった単行本は、授業の記念として 2 冊ずつ学生各自

が持ち帰ることができるようにする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２１ 

(Seminars F21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「魔術的リアリズム」の文学作品を読む 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「魔術的リアリズム」の小説を読む 

 

This course will focus on novels that have been described by the term "Magical Realism." 

 

授業の内容（Course Contents） 

「魔術的リアリズム」の代表作と称されるコロンビアの作家ガルシア・マルケスの『百年の孤独』を読みながら、魔術的リアリズム

が、どのように虚構と現実、近代とポストモダニティの閾領域を描いているかを分析する。同時に、ガルシア・マルケス作品に影響

を受けたとされる日本語作家（中上健次、筒井康隆、小野正嗣など）の作品との比較検討を行う。 

 

Reading "One Hundred Years of Solitude" by Colombian writer Garcia Marquez, we will focus on how Magic Realism depicts the 

threshold areas of fiction and reality, modernity and postmodernity. We will also compare it with the works of Japanese writers 

(Kenji Nakagami, Yasutaka Tsutsui, Masatsugu Ono, etc.) who are said to have been influenced by Garcia Marquez's work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス 

2. グループ報告・ディスカッション１ 

3. グループ報告・ディスカッション 2 

4. グループ報告・ディスカッション 3 

5. グループ報告・ディスカッション 4 

6. グループ報告・ディスカッション 5 

7. グループ報告・ディスカッション 6 

8. グループ報告・ディスカッション 7 

9. グループ報告・ディスカッション 8 

10. グループ報告・ディスカッション 9 

11. グループ報告・ディスカッション 10 

12. グループ報告・ディスカッション 11 

13. グループ報告・ディスカッション 12 

14. 全体の総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的にはグループ報告で進めるので、担当グループは事前にサブゼミできちんと報告内容について議論を深めておくこと。報

告担当にあたらない回の場合も、テクストを事前にきちんと読んで、ディスカッションに備えておくこと。ディスカッションへの参加が

十分でない場合は、演習への参加不十分とみなし減点の対象とします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への参加度（報告＋ディスカッション）(70%) 

一定以上の欠席・大幅な遅刻は履修の意志のないものと見なします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ガブリエル・ガルシア・マルケス、2006、『百年の孤独』（改訳版）、新潮社 (ISBN:978-4105090111) 

 

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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■AU122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２２ 

(Seminars F22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画の面白さとは何かを作り手の立場に立って分析する 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

Students will specifically consider the enjoyment of narrative films, taking the standpoint of creators. 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

When talking about the enjoyment of narrative films, we often use the words of critics, like "direction" and "screenplay." But to 

what do those words specifically point? 

In order to reconsider the "direction" and "screenplays" that everyone supposedly understands, this class will read scenarios 

from the viewpoint of creators, and will explore what "direction" means through the differences between the scenario and the 

finished work. 

As scenario analysis will be conducted in class, course takers should perform two tasks in advance. The first is to divide the 

drama into paragraphs to grasp its structure. The second is to guess the ideas for the starting point of the scenario from the 

standpoint of the scenario writer. 

The course hopes to properly address anyone who is not content with analysis alone and who wants to actually write a scenario 

or make a movie. The course will critique scenarios and will provide instruction on making a short film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとなるシナリオは少なくとも三回以上は読み、そのテキストと関連のある監督・脚本家などについては図書館で調べるこ

と。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２３ 

(Seminars F23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自ら哲学する力をつける 

担当者名 

（Instructor） 
相原 博(AIHARA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋の哲学の基本概念を身につけ、哲学がどのような問題に取り組むのかを理解する。ローマ時代に注目して、哲学の歴史の

流れを理解する。日常生活のなかに隠された哲学的な問題を見出し、自ら考察できるようになる。 

 

Learn the basic concepts of western philosophy and understand what problems philosophy addresses. Focus on Roman times 

and understand the history of philosophy. You will be able to discover and examine philosophical problems hidden in your daily 

life on your own. 

 

授業の内容（Course Contents） 

セネカ『人生の短さについて』と『心の安定について』（『人生の短さについて他２篇』に所収）を熟読し、ローマ時代の哲学につい

て意見を交換する。『人生の短さについて』と『心の安定について』ともに、ストア派セネカの代表作である。前者では、多忙な生活

が人間から有意味な時間を奪い、人生を浪費させてしまうこと、後者では、仕事や友人の選び方、財産との付き合い方など、心の

安定を得るためのアドヴァイスが説かれている。ストア派は、理性にしたがう生活を説いたことで知られ、中世の哲学のみならず、

近代のデカルトやカントの哲学に影響を与えている。セネカの諸著作も、モンテーニュやルソーに与えた影響で知られる。『人生

の短さについて』および『心の安定について』を読むことで、人間にふさわしい生き方とは何か、真の閑暇とは何か、今日でも話題

になる哲学の問題を考えてみたい。授業の進め方について、毎回２名の報告者にテキストの概要を説明してもらう。受講生の学

びにつながる授業運営を心がけたい。なお授業形態について、初回は対面実施とし以後は履修者との相談により決定する。 

 

Thoroughly read Seneca’s "On the Shortness of Life" and "On the Tranquility of the Mind" and exchange views on Roman 

philosophy. These works are the masterpieces of the Stoic Seneca. The former explains that a busy life deprives us of 

significant time and wastes our lives. The latter gives advice on how to choose jobs and friends, how to deal with possessions, 

and other ways to achieve mental stability. Stoics are known for preaching a life that follows reason. It has influenced not only 

medieval philosophy, but also the modern philosophies of Descartes and Kant. Seneca's writings are also known for their 

influence on Montaigne and Rousseau. By reading these works, we will consider philosophical issues that continue to be relevant 

today such as, what is the proper way of life for human beings, what is true leisure. Each time classes will consist of 2 students 

presenting a summary of the current text section. Care will be taken to ensure class management that is conducive to students’ 

learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方。テキストの説明。 

2. 報告と討議１（『人生の短さについて』「人生は使い方しだいで長くなる。なのに、ひとはそれを浪費して短くしてしまう」） 

3. 報告と討議２（『人生の短さについて』「閑暇を希求した三人の人物の話」） 

4. 報告と討議３（『人生の短さについて』「多忙な人間は、どのように人生を浪費しているか」「人生を長くする時間の使い方」） 

5. 報告と討議４（『人生の短さについて』「まがいものの閑暇を生きる人たち」） 

6. 報告と討議５（『人生の短さについて』「真の閑暇は、過去の哲人に学び、英知を求める生活の中にある」「時間に向き合え

ない人の人生は短く、不安に満ちている」） 

7. 報告と討議６（『人生の短さについて』「パウリヌスへの助言」） 

8. 報告と討議７（『心の安定について』「セレヌスの手紙」） 

9. 報告と討議８（『心の安定について』「セレヌスに必要なのは心の安定である」「心の安定を乱す欠点のありさま」） 

10. 報告と討議９（『心の安定について』「自分の仕事に打ち込み、状況に応じて、閑暇のなかに避難せよ」） 

11. 報告と討議１０（『心の安定について』「仕事においてわれわれが吟味しておくべき三つのこと」「質素な生活をこころがけ

よ」） 

12. 報告と討議１１（『心の安定について』「自分の境遇に慣れ、運命の不意打ちを警戒せよ」） 

13. 報告と討議１２（『心の安定について』「無益な仕事を離れて自己に立ち返り、逆境においても自分を見失うな」「人間の欠点

や不幸を嘆いて、人間嫌いに陥るな」） 

14. 報告と討議１３（『心の安定について』「自分に率直に生き、心が疲れたら休息を与えよ」）、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） 
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『人生の短さについて』と『心の安定について』の指定箇所（文庫本で１０ページから１５ページ程度）を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/テキスト読解報告(30%)/議論参加度(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. セネカ、2017、『人生の短さについて他２篇』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:4-33-475350-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野孝次、2020、『ローマの哲人 セネカの言葉』、講談社学術文庫 (ISBN:4-06-520052-0) 

2. ピエール・グリマル、2001、『セネカ』、白水社 (ISBN:4-56-005835-0) 

3. Ａ・Ａ・ロング、2003、『ヘレニズム哲学 ストア派、エピクロス派、懐疑派』、京都大学学術出版会 (ISBN:4-87-698613-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２４ 

(Seminars F24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説の語り 

担当者名 

（Instructor） 
滝口 悠生(TAKIGUCHI YUSHO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説の読み方の幅と射程を広げること。そのうえで、受講者それぞれが小説の文章に対する自分なりの着眼点や批評性を見つ

け、作品の読みや、創作・研究につなげること。 

 

To develop the way of reading fiction. To find your perspective and criticism of the text. To use them to read, write, and 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小説の文章は、どのようにはじまり、持続し、終わるのか。 

 視点や時制、人称など、いくつかの具体的なポイントをおさえながら、実際に文章を読み、書くことを通して、文章の発生源であ

るところの語り手、そして動力となるところの語り方について考えます。 

 受講者の発表と、発表を受けてのディスカッションを主としますが、具体的な小説作品などを取り上げての講義も適宜行いま

す。 

 発表については、教員が指定した作品について、担当箇所を割り当てて精読のうえ、着眼点や考察を示してもらいます。上記の

授業のテーマを念頭に、その作品の一文一文、一語一語についてできるかぎり丁寧に、時間をかけて読んだ成果を示してくださ

い。 

 

 また、実際に散文（小説ではない）を書いてみること、そしてそれを全員で読み合う作業を行います。具体的には教室を出て全

員で学校周辺を散策し、その記録を文章にしてもらうことなどを予定しています。同じ時間、同じ場所を歩いた経験が、複数の書

き手によって文章という形になる時、そこには自ずとそれぞれの「語り方」が、そしてそれぞれの「語り手」の有り様が現れるはず

です。 

 本授業の教員（滝口）は研究者ではなく実作者＝「書き手」なのですが、小説の語りについて考えることは、書くことと読むことの

両方から考えることが重要だと思っています。なので、創作に興味があるひと、批評や研究を主眼におくひと、いずれも歓迎しま

す。書くと読むが相互に作用し、せめぎ合うような議論、また、それをうながす受講者からの問題提起を期待します。 

 

How does the text of a novel begin, last, and end?  

In this course we will think about the narrator and who is the source of the sentence, and the way of narrative which produce 

text by actually reading and writing in class.  

 

Presentations and discussions by students are the main time. 

Lectures will be given as necessary. 

Workshop on walk and write be also held. It's an experiment on what records different narrators share at the same time and 

place. 

 

Students are required to read the given works carefully in the presentation. 

Anyone who wants to create, critique, or study literature is welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、アンケート 

2. 講義 

3. ワークショップ 

4. ワークショップの講評とディスカッション 

5. ワークショップの講評とディスカッション 

6. 学生による発表 

7. 学生による発表 

8. 学生による発表 

9. 学生による発表 

10. 学生による発表 

11. 学生による発表 
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12. 学生による発表 

13. 学生による発表 

14. 学生による発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

※教員や発表担当者の指示があった場合は、当該の作品や資料を読んで授業に臨むことを心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(35%)/提出物(35%)/授業内での発言、参加度など(30%) 

期末レポートは課さないが、ワークショップの課題や、発表の成果としての文章など提出課題はあるのでそのつもりでいてくださ

い。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で決定、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で決定、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※授業予定は適宜変更もありえます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２５ 

(Seminars F25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と難民を描くヨーロッパの映画 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの国々で、移民と難民はどのように映画として表象されているか、具体的な映画を検討しながら考える。 

 

Understand through films the problem of immigration in Europe  

 

授業の内容（Course Contents） 

２０２０年度に演習２４で扱った映画のうち、大切なものを何本か残しながら、新しくヨーロッパ映画の中で描かれる移民と難民の

表象を考えます。 

 

We will deal with 11 films that represent the problem of immigration. La Haine, Bend it like Beckham, In This World. etc.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明とガイダンス、担当者を決める 

2. 第９地区 

3. イン・ディス・ワールド 

4. ケン・ローチ論（１） この自由な世界で、ブレッド＆ローズ 

5. ケン・ローチ論（２） わたしはダニエル・ブレイク 

6. フランスの移民と郊外（１） 憎しみ 

7. フランスの移民と郊外（２） 移民の記憶、スカーフ論争 

8. 西部劇の転換点（１） ソルジャー・ブルー 

9. 西部劇の転換点（２） 小さな巨人 

10. アキ・カウリスマキ論 ル・アーブルの靴みがき、希望のかなた 

11. ジャック・オーディアール『ディーパンの闘い』 

12. 学生のリクエストに応える（１） 

13. 学生のリクエストに応える（２） 

14. 結論、まとめ、移民の果てに 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に予習は必要としないが、担当した回については、かなり綿密に映画を観て調べてくる必要がある。授業の後は、提起された

問題を必ず一度は考察すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２６ 

(Seminars F26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大衆文化の想像力の源流を探る 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドラキュラ、フランケンシュタイン、ジキルとハイド、タイムマシン。これらの形象はアニメや漫画において何度も繰り返し参照されて

きた。しかし、オリジナルの作品を精読する機会は意外に多くないようにおもわれる。本演習ではメアリー・シェリー、ブラム・ストー

カー、Ｈ・Ｇ・ウェルズ、エドガー・アラン・ポーらのテクストを読み解くことによって、現代の大衆的想像力の「ふるさと」を探ることを

目指す。 

 

Dracula, Frankenstein, Jekyll and Hyde, and Time Machine. These icons are repeatedly referred in anime and comics. But it 

seems that we don't have many chances to read original texts closely. In this seminar, we will plan to probe "homeland" of 

contemporary cultural imagination by covering works by Mary Shelley, E.A. Poe, Bram Stoker Stevenson and H.G. Wells. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一作ずつ文庫本を読んでいく。担当者の発表の後に全員でディスカッション。担当者には毎回課題を出すので、それを踏ま

えたうえで、レジュメを作成すること。 

 

Each time we will read a short paperback book. There will be a whole-class discussion after the designated student’s 

presentation. Each time the designated student will be set an assignment and based on this task they will write a summary 

report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表者の報告＆ディスカッション 

3. 発表者の報告＆ディスカッション 

4. 発表者の報告＆ディスカッション 

5. 発表者の報告＆ディスカッション 

6. 発表者の報告＆ディスカッション 

7. 発表者の報告＆ディスカッション 

8. 発表者の報告＆ディスカッション 

9. 発表者の報告＆ディスカッション 

10. 発表者の報告＆ディスカッション 

11. 発表者の報告＆ディスカッション 

12. 発表者の報告＆ディスカッション 

13. 発表者の報告＆ディスカッション 

14. 発表者の報告＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も課題テクストを精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２７ 

(Seminars F27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
創作演習(文章表現) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言葉による表現について具体的に考え、また実作を通して理解を深める。 

 

Through reading the textsand writing their works,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語による文章(随筆、エッセイなど)を読み、作品の実作と批評をおこなう。(提出された作品は、印刷して配布し、履修者全員

で読む。)また、ディスカッションを通して各自の考えを深める。 

 

Students will read essays written in Japanese mainly and write their works and critics.Their works submitted will be read in 

class.Through discussions, students will deepen their understanding of linguistic expressions and literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 随筆を読む(資料は配布する)。【文章作品の提出】 

3. 提出された作品の発表と講評１ 

4. 提出された作品の発表と講評２ 

5. 提出された作品の発表と講評３ 

6. 提出された作品の発表と講評４。【文章作品の提出】 

7. 提出された作品の発表と講評１ 

8. 提出された作品の発表と講評２ 

9. 提出された作品の発表と講評３ 

10. 提出された作品の発表と講評４。【文章作品の提出】 

11. 提出された作品の発表と講評１ 

12. 提出された作品の発表と講評２ 

13. 提出された作品の発表と講評３ 

14. 提出された作品の発表と講評４、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） 

課題として提出する作品を授業時間外に執筆する必要がある。その他、授業前や授業後などに読んでおくべき資料や書籍があ

る場合は、必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席と授業への参加度(40%)/授業の課題としての作品や提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２８ 

(Seminars F28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
哲学・思想におけるジェンダーの問題 

担当者名 

（Instructor） 
横田 祐美子(YOKOTA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習の目標は、性やジェンダーの問題が、社会学ではなく哲学や現代思想のなかでどのように取り上げられ、論じられてい

るのかを学ぶこと、そして哲学的な理論と実践をどのように接続できるのかを探究することです。 

 

The purpose of this course is to learn how sex and gender issues are addressed and discussed in philosophy and contemporary 

thought rather than sociology, and to explore how philosophical theory and practice can be connected. 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨今、世界的にフェミニズム運動が盛んになり、日本でもフェミニズムにかんする多くの書籍が刊行されています。しかし、その多

くは社会学的な観点から論じられており、哲学や現代思想において性やジェンダーがどのように考察されているのかは、日本で

はあまり注目されていません。この演習では、哲学や現代思想のテキストを講読し、そこで論じられる「女性」や「男性」、「トランス

ジェンダー」、「性的差異」、「性的アイデンティティ」などについて理解を深めます。そしてディスカッションやレポート作成をとおし

て、身近な問題にも関連させながら、性やジェンダーの問題を哲学的に思考する術を身につけていきましょう。 

 

Recently, feminist movements have become popular worldwide, and many books on feminism have been published also in Japan. 

However, many of them are discussed from a sociological point of view, and little attention is paid to how sex and gender issues 

are considered in philosophy and modern thought. In this course, we will read texts on philosophy and contemporary thought, 

and will deepen their understanding of such topics as "Female" "Male" "Transgender" "Sexual difference" and "Sexual 

identity". Through discussions and reporting, learn how to think philosophically about sex and gender issues while also relating 

them to familiar issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス・導入講義「ジェンダーって社会学のテーマじゃないの？」 

2. J.S.ミル『女性の解放』講読・ディスカッション① 

3. J.S.ミル『女性の解放』講読・ディスカッション② 

4. ボーヴォワール『第二の性』講読・ディスカッション① 

5. ボーヴォワール『第二の性』講読・ディスカッション② 

6. シクスー『メデューサの笑い』講読・ディスカッション① 

7. シクスー『メデューサの笑い』講読・ディスカッション② 

8. イリガライ『ひとつではない女の性』講読・ディスカッション① 

9. イリガライ『ひとつではない女の性』講読・ディスカッション② 

10. バトラー『ジェンダー・トラブル』講読・ディスカッション① 

11. バトラー『ジェンダー・トラブル』講読・ディスカッション② 

12. バトラー『ジェンダー・トラブル』講読・ディスカッション③ 

13. 哲学・思想と実践の架橋 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生は予習として、各回の講読範囲（15～20 頁ほど）を読んでくる必要があります。また、一人一回ずつはレジュメ発表をして

もらいますので、担当回ではレジュメ作成をしてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/レジュメ作成・発表(30%)/ディスカッションへの参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読するテキストは授業内で配布します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 江原由美子・金井淑子編、2002、『フェミニズムの名著５０』、平凡社 (ISBN:4582472281) 

2. 棚沢直子編、1998、『女たちのフランス思想』、勁草書房 (ISBN:4326652098) 

参考文献については授業内で配布しませんので、予習・復習などで参考にしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

感染状況を確認しながらではありますが、原則としてこの演習は全授業回を対面形式で実施する予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU221／文芸・思想文献講読 １ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スペイン語文献を読解する 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語の文献読解力をつける。 

 

This course aims to help students improve their reading skills in Spanish. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の文献読解量をスピーディーにあげていくことをつうじて、スペイン語の読解力を身につける。受講生のレベルに応じ

て読解文献の難易度を設定していくが、初級スペイン語修了者以上を対象とする。 

 

This course aims for students to improve the ability to read and translate Spanish articles into Japanese. Students must have 

finished the beginners level of Spanish. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明、文献資料配付 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第３課 

5. 第４課 

6. 第５課 

7. 第６課 

8. 第７課 

9. 第８課 

10. 第９課 

11. 第 10 課 

12. 第 11 課 

13. 第 12 課 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、１課分の予習は必ず終えていること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業準備度(80%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

25%以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU224／文芸・思想文献講読 ４ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシア語テクスト講読―「ある古い部屋の歴史」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 公美(MORI KUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平易なロシア語で書かれたテクストを読んで基本的なロシア語の語彙や構文を身につけると同時に、20 世紀のロシアの歴史や

文化について学ぶ。 

 

By reading texts in Russian, students will check their knowledge of Russian basic grammar and get knowledge about 20th 

century Russian history and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀ロシアの歴史を扱った絵本をロシア語で読みます。テクストとして用いる絵本は、モスクワのとあるアパートの一室に住ん

でいる家族の日常が、各時代の 6 歳から 10 歳くらいの子どもの目を通して語られるという形をとっています。子どもの語りなので

テクストは平易で読みやすく、それぞれの時代の出来事や雰囲気が実感を込めて語られています。授業では重要な語彙や構文

を確認しながらテクストの訳読をし、知らないレアリアについては随時知識を補いつつ、20 世紀ロシアの歴史を文化について学び

ます。 

 

We will read an illustrated children’s book about Russian history. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業で扱うテクストについて（ガイダンス） 

2. テクスト講読１（1902 年）導入 

3. テクスト講読 2（1914 年）第一次世界大戦 

4. テクスト講読 3（1919 年）ロシア革命 

5. テクスト講読 4（1927 年）ソ連初期 

6. テクスト講読 5（1937 年）大粛清 

7. テクスト講読６（1941 年）第二次世界大戦 

8. テクスト講読 7（1945 年）終戦 

9. テクスト講読 8（1953 年）雪解け 

10. テクスト講読 9（1961 年）ガガーリン宇宙へ 

11. テクスト講読 10（1973 年）地下文化 

12. テクスト講読 11 (1987 年）ペレストロイカ 

13. テクスト講読 12（1991 年）ソ連崩壊 

14. テクスト講読 13（2002 年）新生ロシア 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書を引いてテクストを丁寧に読み、テクスト内に言及されている歴史的な背景やロシア文化の項目について調べる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業準備および授業内の報告（訳読）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Александра Литвина、2019、『История старой квартиры』、Самокат (ISBN:978-5-91759-484-2) 

ロシア語書籍なので入手が困難な場合は使用部分のコピーをプリントで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗生沢猛夫、2010、『図説ロシアの歴史』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76143-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業は対面で行う予定。それ以降の授業形態については、コロナの感染状況及び受講生の人数や受講環境などを考慮して

決定する。 
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注意事項（Notice） 
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■AU301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU301／文学講義 ４０１ 

(Lectures on Literature 401) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と政治・社会との関わりを学ぶことを通じて、主体的かつ批判的な思考を身につける。  

 

Through learning about the connection between literature and politics/society, develop independent and critical thinking.  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と国家・権力との関係、文学に対する弾圧・規制、言論出版の自由や表現の自由について、近現代の日本文学を中心に考

察する。テーマは文学だが、政治制度や法律等への言及が非常に多くなる。 

 

Centering on modern Japanese literature, we will study the relationship between literature and the state/authority; 

oppression/regulation of literature; and freedom of speech, press and expression. Although the class theme is literature, 

references to political systems and laws become highly numerous. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス  

第 1 回レポート課題提示 

2. 政治・国家・権力 

3. 文学と政治       

第 1 回レポート提出日 

4. 文学に対する規制１（江戸編）  

5. 文学に対する規制２（戦前編）  

第 1 回レポートに対する講評・書き方指導 

6. 文学に対する規制３（占領期編） 

7. 文学に対する規制４（戦後編） 

8. 文学と司法１    

中間レポート提出日 

9. 文学と司法２     

中間レポートに対する講評・書き方指導 

10. 文学と司法３ 

11. 表現の規制１ 「禁止」される表現 

12. 表現の規制２ 自粛・自己規制 

13. 講義全体のまとめ   

テストに向けてのアドバイス 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 回のレポート提出があり、未提出者にはテスト受験を認めない。授業計画の欄にレポート提出日が記載されている。第１回目は

新学期早々なので、あらかじめ準備をしておくとよい。参考文献欄にある本を読むことが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/第一回レポート(30%)/中間レポート(30%) 

第 1 回レポートと中間レポート未提出者には最終テスト受験を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。参考文献は授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『ヰタセクスアリス』 
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2. 江戸川乱歩、『芋虫』 

作品の出版社は問わない。その他の参考文献は授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記テストは、持ち込み不可で長文を書かせる。日本語として読むに堪える文章が書けることを受講者に要請する。出席は成績

評価に加えないが、授業に出席しないで書けるような容易なテスト問題は作成しないので、そのつもりで。配布資料は最小限で、

基本は板書、ノートをきちんととる必要がある。 

オンライン授業になった場合は最終日のテストをレポートに変更する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU302／文学講義 ４０２ 

(Lectures on Literature 402) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀、グローバルに私たちの住む世界を覆うカルチャーの大きな流れの一つは、1970 年代のニューヨークをルーツに持つヒッ

プホップから発展したものである。他人の音楽をプレイする DJ、歌ではなくリズミカルなお喋りのラップなど、短命な若者向けの流

行だと思われていたヒップホップがいかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を

超えたのか。この授業では、音楽、映像、文学のみならず、ファッション、デザイン、アートとその領域を拡げていくストリートの内と

外での文化表現の特性を学び理解を深めていきたい。   

 

In the 21st century, one of the major cultural trends covering the global world we live in developed from hip hop that started in 

New York in the 1970s. What political, economic, and cultural interests were associated with hip hop, which was thought to be a 

short-lived trend for young people, with its DJs who play other people's music and rappers who do not sing but rap rhythmically, 

and why did this culture go beyond its local culture and experience? In this course, we would like students to learn and deepen 

their understanding not only of music, videos, and literature, but also fashion, design, art and the characteristics of cultural 

expression on the inside and outside of the street that expand the area.   

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の概要：紋切り型で形容されがちなヒップホップという文化が、実際にはどのような政治的／社会的／技術的な条件や、送り

手と受け手の関係のありようのなかで生まれていき、享受・消費されているかを探り、理解するようにつとめる。特にラップと DJ

が、その関連のなかでのストリート・アート／グラフィティ、（ストリート）ファッションをその題材としてとりあげる。使用するテキスト

は英語のものもあり、義務教育程度の英語の力を要する。  

 

Outline of course: We will try to explore and understand from what political, social, and technical conditions and relationships 

between sender and receiver the culture of hip-hop, which tends to be stereotyped, was born and is enjoyed and consumed. In 

particular, we will take up rappers and DJs, in particular, and related street art/graffiti and (street) fashion as our subject 

matter. Some of the texts used will be in English, and students will require English skills up to compulsory education level.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヒップホップ前史 ビート文学とジャズ  

3. ヒップホップ前史 公民権運動と路上の詩人たち  

4. サウス・ブロンクス／ストリート・ギャング／ズールー・ネーションの成り立ち   

5. グラフィティの歴史 1  

6. グラフィティの歴史 2  

7. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？  

8. ブレイクダンスはいつどのように始まったのか？ ２ 

9. ラップ解析 1   

10. ラップ解析 2  

11. アメリカと日本のヒップホップ 1 

12. アメリカと日本のヒップホップ 2 

13. ヒップホップは何のための装置か  

14. ヒップホップは何のための装置か 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料の読み込み  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 

 - 1799 - 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU303／文学講義 ４０３ 

(Lectures on Literature 403) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 1 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優れた文芸批評・文学理論はそれ自体が、思考を強く刺激する優れた「作品」としての価値を有している。本講義ではその魅力の

一端に触れ、文学をより多面的に考える視座を得ることを目的とする。 

 

Outstanding literary criticism/literary theory has its own value as a brilliant ‘creation’ that strongly stimulates thought. In this 

lecture, we will aim to touch on some of this attractive value and develop a perspective that allows us to think more broadly 

about literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀後半の文芸理論の主要なキーワード（ポストモダニズム、ナショナリズム、複製芸術、セクシュアリティ、ポストコロニアリズ

ム、フォルマリズム等々）を解説するとともに、最近の日本の批評のトピックについても随時紹介する。理論の解説に加えて、テク

ストの現物そのものに触れてもらうことを重視する（なお下記の授業計画は変更される可能性がある）。さらに、今年度はアジアの

文学的テクストも紹介する予定。 

 

Along with explaining major keywords in literary theory from the latter half of the twentieth century (postmodernism, 

nationalism, reproduction art, sexuality, postcolonialism, formalism, etc.) we will also introduce, as necessary, topics which have 

recently come under review in Japan. In addition to explaining the theory, the emphasis will be on increasing students’ exposure 

to the actual texts (also, the lesson plan below may change). Also, the intention is to introduce some of this year’s literary texts 

from Asia. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ポストモダンとは何か 

3. 同上 

4. 文芸批評の諸問題 

5. 同上 

6. まなざしの政治学 

7. 同上 

8. 複製芸術と消費社会 

9. 同上 

10. 疫病と文学 

11. 同上 

12. セクシュアリティと政治 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考図書を授業中に紹介するので、興味をもった本は各自手にとってみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席＋コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面の割合については、感染状況や受講者数等を見て適宜判断する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU304／文学講義 ４０４ 

(Lectures on Literature 404) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論 2 

担当者名 

（Instructor） 
森元 庸介(MORIMOTO YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

17 世紀フランスの文学者ラ・ロシュフーコーの代表作『箴言集』（1664）を読みながら、ひとつの作品がどのような関係の網の目の

もとで成立し、また、それ自身、どのような関係を作り出すのかということを検証する。 

 

This course, taking for example La Rochefoucauld's Maximes (1664), is aimed to consider in which — more or less textual or 

not — networks a single literary work could be produced, and which complexe repercussions it could create by itself.   

 

授業の内容（Course Contents） 

ラ・ロシュフーコー『箴言集』および他の関連テクストの読解。 

 

Reading of La Rochefoucauld's Maximes and some other texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

（以下に掲げるテーマは、テクストの読解と並行して順不同で取り上げる） 

2. モラリスト文学について／箴言集という形式について 

3. 文学と宮廷について／文学ジャンルの問題について 

4. 自己愛について 

5. 美徳と偽装 

6. なにゆえの偽装か／自己愛は断固として否定されるべきなのか 

7. 病とその治療薬 

8. 格付けについて（趣味＝判断） 

9. ふたつの自己愛（amour-propre / amour de soi-même） 

10. 無意識について 

11. 肉体と精神 

12. 反転した純粋さについて 

13. 「まめまめしさ（industrie）」について（箴言 1 に立ち戻って） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストを折々に読み返してくださればよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ラ・ロシュフーコー、『箴言集』、岩波書店 

上記以外はこちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU305／文学講義 ４０５ 

(Lectures on Literature 405) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 1 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「アメリカス」はどのように「発明」されたかを考える 

 

We will focus on the historical abd epistemological process of  how the "Americas" were invented. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテンアメリカとはいうまでもなく地理的な概念だが、ラテンアメリカを根源的に「他なる場」とみなす考え方は決して所与ではな

い。それはヨーロッパ（のちにアメリカ合衆国としての「アメリカ」）のカルトグラフィや膨張主義、植民地主義の発明である。本授業

では、知の植民地主義の構造とその歴史的な射程を考察する。 

 

Latin America is obviously a geographical concept, but the idea of Latin America as a distinct place of otherness is not a given 

concept but an invention of European (and later "American" as United States of America's) cartography, expansionism and 

colonialism. This course will focus on the structure of colonialism of knowledge and its historical extent. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 二項対立的な思考の強靱さ、その問題点 

2. コロンブス航海日誌の「謎」 

3. 航海日誌とその周辺 

4. 文化的イマジナリーとしてのネストリウス派 

5. プレスタージョンとは何者か 

6. 「オリエント」表象の広がり 

7. コロンブスの蔵書 

8. グローバル化する「怪物」 

9. テクストの「快楽」を読む 

10. 言語行為と占有 

11. 「アメリカ」とは何か 

12. 北米の場合 

13. USAの脱「アメリカ」化 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で数回クイズを出します。授業のいずれかの段階でレポート（１回ないし複数回）を課します。また授業の最終回に授業内

テストを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/クイズ(30%)/レポート(40%) 

一定度以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU306／文学講義 ４０６ 

(Lectures on Literature 406) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論 2 

担当者名 

（Instructor） 
三吉 美加(MIYOSHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国の黒人・ラティーノ・カリブ系集団の社会と文化表象：歴史的社会的な考察 

 

The Societies and Cultural Representationｓ of African American, Latino and Caribbean groups in the USA 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、米国のアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、カリブ系のコミュニティを検討し、彼らの文化表象を歴史、社会、文化の関

係性からみていく。また、人種、エスニシティ、ジェンダー、セクシャリティなどの視点から各集団を多角的に考察する。文化表象は

音楽、ダンス、アート、ファッションなどを含む。 

 

In this lesson we will consider the communities of African American, Latino and Caribbean peoples in the U.S. and look at their 

cultural representations through the relationships between history, society and culture. Also, we will examine each group from 

several perspectives, including the viewpoints of race, ethnicity, gender, sexuality, etc. Cultural representations include music, 

dance, art, fashion, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国とカリブ海社会の概要 １ 

2. 米国とカリブ海社会の概要 ２ 

3. 生活経験とリズム、ことば、ポエトリー 

4. アフリカ系アメリカ人のコミュニティ：黒人らしさとは？ 

5. JAZZから Soul Music まで １ 

6. JAZZから Soul Music まで ２ 

7. メキシコ系コミュニティ１ 

8. メキシコ系コミュニティ２ 

9. プエルトリコ系コミュニティ 

10. ニューヨーク市のプエルトリコ系とドミニカ系 

11. マイアミのキューバ系 

12. ニューヨークのドミニカ系コミュニティ 

13. ヒップホップとレゲトン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(15%)/授業内発言など積極的態度(10%)/リアクションペーパー(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三吉美加、2014、『米国のラティーノ』、大学教育出版 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 国本伊代編、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 

2. 国本伊代編、2013、『ドミニカ共和国を知るための 60 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０７ 

(Lectures on Literature 407) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 1 

担当者名 

（Instructor） 
石岡 良治(ISHIOKA YOSHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 200 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なアニメ表現の魅力を捉える 

「歴史や社会」のコンテクストと、作品内在的批評の両者の重要性を学ぶ 

「ファンカルチャー」が表現の受容において惹き起こす「好悪」を各自の問題として捉える 

 

Grasp the appeal of various animated forms of expression. 

Learn about the importance of both historical/social context and immanent critique for creative pieces of work. 

Each student should consider personally the issue of comprehending the ‘likes and dislikes’ brought about by how creative 

expression is received by fan culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は日本のポピュラーカルチャーにおいて大きな存在感をみせるアニメについて、「文化批評／評論」の観点から考察する

試みである。 

同時に、受講者は中間レポート執筆を通じて、アニメ表現についての批評的アプローチを学ぶことになるだろう。 

メディアミックスが一般化している現在、アニメは、マンガや実写のテレビドラマや映画などと多種多様な関係を取り結ぶ。だが、ミ

スマッチを起こしやすいことも広く知られており、「アニメ化」が必ずしも作品ファンに歓迎されるとは限らなくなっていることもある。

このことは現代文化における「視覚イメージ」の役割と、作品受容における「ファンカルチャー」の両義的な位置付けを示している

ように思われる。 

以上の現状認識を前提にしつつ、本講義は現在のアニメ表現が直面している諸問題について、例えば「『君の名は。』が活気付

けつつある青春アニメ映画」「日本アニメにおける 3DCG の位置付け」といった、アクチュアルかつ身近な題材を手がかりにしつ

つ、複数の観点を「同時に」意識しつつ考察していきたいと考えている。 

 

後半扱ういくつかの題材については、受講者のリクエストも参考にする予定である。 

よって、一部題材についてはシラバス変更の可能性があり、そのさいには事前告知する。 

この種の講義では、各自の関心にとって「好きなカルチャーか否か」が焦点となりやすい状況があるが、本講義では「嫌い／苦手

なカルチャー」「無関心なカルチャー」との関係についても同時に目を向けるようにしたい。 

 

This lecture attempts to study Anime, which has a significant presence in Japanese popular culture, from a cultural 

criticism/critique point of view. 

Concurrently, through writing an interim report, students will learn about critical approaches to viewing animated forms of 

expression. 

At this present time of widespread mixed media use, Anime is linked in a wide variety of ways to Manga, and live-action 

television dramas or films. However, it is widely known that animating works often causes mismatches, thus turning existing 

works into Anime is no longer always welcomed by fans of the original pieces. It is thought that this reaction demonstrates the 

ambiguous role of visual image in modern culture and the uncertain nature of how creative works are received by fan culture. 

Setting recognition of the current situation outlined above as a precondition, this lecture looks at the various issues present-

day animated forms of expression are facing. The intention for example is while considering Anime critically using existing 

familiar material, to be simultaneously aware of multiple perspectives, such as the teen Anime movie scene recently energized 

by the film “Your Name.” and the placement of 3D computer graphics in Japanese Anime. 

 

The plan is to consider student requests when deciding on several works to cover in the second half of this lecture series. 

Accordingly, there may be changes to some of the materials listed in the syllabus, but advanced notice will be provided. 

In this kind of lecture, it is easy for a situation to occur where individual interests, regarding whether a culture is one you like or 

not, become the focus. However, in this lecture we will also look at our relationship to cultures we dislike, find hard to 

understand, or are not interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（１） 

イントロダクション：日本におけるアニメーションと「アニメ」 
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2. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（２） 

アニメにおける「一般向け」と「マニア向け」 

※中間レポートその 1：プリントを参考に、ディズニー・ピクサー・ジブリ（およびポストジブリ）「以外」のアニメを選び、考察せ

よ（可能な限り「深夜アニメ」あるいは「過去のアニメ」） 

3. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（１） 

チェイスカートゥーンと動物寓話 

4. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（２） 

アニメーションとプロパガンダ 

5. 東映動画からスタジオジブリへ 

6. 宮崎駿『On Your Mark』とアニメの系列的読解 

7. 『耳をすませば』から『君の名は。』へ：「青春ラブコメ」という題材 

※中間レポート：スタジオジブリ・細田守・新海誠・片渕須直・ディズニー・ピクサーなど「以外」の、 

日本の「アニメ」作品についてのレポート 

8. ファンカルチャーの役割：二次創作と参加／体験型コンテンツの現在 

9. 『魔法少女まどか☆マギカ』と TVアニメの構成要素 

10. オープニングとエンディング映像からアニメ史を考える 

11. アニメをめぐる「欲望」とジェンダー 

12. 『ヤマト』『ガンダム』『エヴァ』とミリタリーイマジネーションからの逸脱 

13. アイドルアニメと 3DCG：ターゲット層の越境可能性をさぐる 

14. 現代アニメの展望 

講義のまとめ 

※最終レポート「各自が好きなアニメについて、これまでの講義をふまえつつ分析せよ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間レポートと学期末レポート、計 2 回のレポート提出が課せられているので、各自の関心に応じて、積極的にアニメ作品と、そ

れを取り巻く状況について考えるようにすること 

配布プリントで紹介する文献、および講義で用いる作品については、全体を紹介することができないので、予習復習につとめるこ

と 

 

現代日本のアニメ文化について踏み込んだ言及を行うので、必ずしも多くの前提知識は要さないが、一定の関心をもつこと。とり

わけ「ディズニーとジブリアニメにのみ関心がある」者は、現代日本の深夜アニメに積極的に関心をもち、事前視聴に努めることで

その状態を脱することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパーの内容(20%) 

最終レポート提出の条件として、二つの中間レポートを必ず両方とも提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石岡良治、2019、『現代アニメ「超」講義』、PLANETS/第二次惑星開発委員会 (ISBN:9784905325130) 

2. 石岡良治、2015、『「超」批評 視覚文化×マンガ』、青土社 (ISBN:9784791768417) 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、角川書店 (ISBN:9784040800196) 

2. 津堅信之、2017、『新版 アニメーション学入門』、平凡社新書 (ISBN:9784582858365) 

3. 細馬宏通、2013、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか: アニメーションの表現史』、新潮選書 (ISBN:9784106037351) 

4. 宇野常寛、2017、『母性のディストピア』、集英社 (ISBN:9784087711196) 

5. 土居伸彰、2017、『21 世紀のアニメーションがわかる本』、フィルムアート社 (ISBN:9784845916443) 

6. 高瀬康司、2019、『アニメ制作者たちの方法』、フィルムアート社 (ISBN:9784845918089) 

その他、講義中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回を含めて全授業回のうち数回程度対面実施の予定。必要に応じて履修者との相談によりオンラインも併用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1808 - 

■AU308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０８ 

(Lectures on Literature 408) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論 2 

担当者名 

（Instructor） 
鷲谷 花(WASHITANI HANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「メロドラマ」―罪なく徳高い犠牲者をめぐる善と悪との二元論的対立を、受け手の感情と感覚に直接訴えかけつつ繰り広げてみ

せるドラマ―の様式及び想像力は、時代、国境、メディアとジャンルの境界を超えて、多様なヴァリエーションを生み出してきた。こ

の授業では、英語圏における文化研究の重要な概念のひとつとなっている「メロドラマ」の概要を学び、かつ、第二次世界大戦後

日本のマンガ及びアニメにおけるメロドラマ的な様式と想像力について考察する。 

・異なる地域、異なるメディア・ジャンルの繋がりを、先行論に即して把握し、かつそこに個別の作品がどのように位置づけられる

かを、適切な根拠に基づいて検証する。 

・大衆的エンターテインメントとしての視覚的ジャンルにおける「倫理・道徳」のありかたについて分析し、言語化するための知識と

スキルを身につける。 

 

・The style and imagination of "melodrama" - the dramatic-narrative mode that describes Manichean conflict between good and 

evil through passion of innocent and virtuous victim and directly appeals to feeling and emotion of the audience - has created 

various variations across time, borders, media and genres. In this course, we will learn the outline of "melodrama" which is one 

of the important concepts of cultural studies, and consider the melodramatic style and imagination in Japanese manga and 

animation after World War II. 

・We try to understand the connection between different regions, media, and genres in accordance with the prior theory, and to 

examine how individual works can be positioned in such networks.  

・We also try to develop knowledge and skills to analyze and articulate "moral" in the popular visual culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「メロドラマ」は、１８世紀末に欧米で舞台演劇ジャンルとして成立し、１９世紀には舞台と小説メディアを介して世界的に普及し、２

０世紀初頭に映画がストーリーを語りはじめた際には重要なリソース源となり、その後、テレビドラマ、アニメーション、漫画、報

道、広告等々に浸透してきた。戦後日本のマンガ及びアニメにも、メロドラマの多様なヴァリエーションを見出すことができる。授

業では、英語圏のメロドラマ研究について概説しつつ、メロドラマの定義、歴史、日本におけるメロドラマの受容と独自の展開につ

いて学び、昭和戦後から現代に至るまでのマンガ及びアニメ作品における「メロドラマ的想像力」についても分析・考察を試みる。 

 

"Melodrama" was established as a theatrical genre in Europe at the end of the 18 century, and then spread worldwide through 

stage and novel media in the 19 century, and became one of the important resources for motion picture that began to tell 

stories in the early 20 century. Variations of "melodrama" also can be found in manga and anime in postwar Japan. In this 

course, we will learn about the definition and history of melodrama, the acceptance of melodrama in Japan, and its unique 

development.  We will also learn about the fruits of English melodrama studies. And we will consider the "melodramatic 

imagination" in manga and anime from the Showa period to the present Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～今後の授業の進め方について説明 

2. メロドラマとは何か～ピーター・ブルックス『メロドラマ的想像力』について 

3. 「悲劇」と「メロドラマ」 

4. メロドラマにおけるセンセーショナリズムとセンチメンタリズム 

5. メロドラマにおけるジェンダー（１） 

6. メロドラマにおけるジェンダー（２） 

7. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（１） 

8. 手塚治虫の「メロドラマ的想像力」（２） 

9. メロドラマにおけるアクションとモラル（１）－『ルパン三世 カリオストロの城』考察 

10. メロドラマにおけるアクションとモラル（２）－『天空の城ラピュタ』考察 

11. 「ボーイ・ミーツ・ガール」～「ラスト・ミニッツ・レスキュー」―新海誠のメロドラマツルギー 

12. メロドラマにおける「唖者」（１）―メロドラマにおける「声・言葉を奪われた犠牲者」イメージの系譜 

13. メロドラマにおける「唖者」（２）―『聲の形』考察 

14. 越境するメロドラマ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・メロドラマ論の主要文献は日本語訳されていないものが多いため、ピーター・ブルックス、クリスティン・グレッドヒル、ベン・シンガ

ーらによるメロドラマ論の訳の抜粋をオンラインで参考資料として配布する。必ず目を通してから授業に参加すること。 

 

・授業では次のマンガ、アニメ、映画作品を取り上げる予定のため、とりわけ全編を授業時間内に映写不可能な長編劇場用映画

作品については、授業前に観ておくことが望ましい。 

『レ・ミゼラブル』（トム・フーパ―監督、2012 年） 

『タイタニック』（ジェームズ・キャメロン監督、1997 年） 

『トガニ～幼き瞳の告発』（ファン・ドンヒョク監督、2011 年） 

『隠し砦の三悪人』（黒澤明監督、1958 年） 

手塚治虫『地底国の怪人』、『リボンの騎士（少女クラブ版）』、『ブラック・ジャック』 

『ルパン三世 カリオストロの城』『風の谷のナウシカ』『天空の城ラピュタ』（宮崎駿監督） 

『君の名は。』『天気の子』（新海誠監督） 

大今良時『聲の形』、『聲の形（劇場版）』（山田尚子監督） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ピーター・ブルックス、2002、『メロドラマ的想像力』、産業図書 (ISBN:978-4782801390) 

2. ジョン・マーサー、マーティン・シングラー、2013、『メロドラマ映画を学ぶ：ジャンル・スタイル・感性』、フィルムアート社 

(ISBN:978-4845913008) 

3. ジョージ・スタイナー、1995、『悲劇の死』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-08225-1) 

英語の主要なメロドラマ論の抜粋訳を参考映像資料として配布する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

【4/2 追記】初回授業はオンラインで実施する。初回授業の URL等は Blackboardに掲載するので必ず事前に確認すること。 
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■AU310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU310／文学講義 ４１０ 

(Lectures on Literature 410) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いま、日本で小説を書くということに必要な幾つかの問題を（体験的に）話していくので、そこからさらに自分にとって必要なことを

身につける。実作と批評と批評理論をできるだけ広く紹介する。 

 

In this course, we will read various texts that represent Japanese literary criticism.   

 

授業の内容（Course Contents） 

講義担当者は長年、日本で「文芸批評」を書いてきたが、この数年、数本の「小説」を書いた。あと数年、小説を書くことになるだろ

う。なぜ、いま、小説を書くことにしたのか、何が小説を書かせているのか、ということを講義の最初に話したうえで、現代日本文

学の担い手の中で学生にとって大切だと思われる作家を紹介し、その技法や思想について解説します。 さらに、文学理論のな

かで大切と思われるものを幾つか紹介し、理解してもらおうと思います。 

 

We will read Sayaka Murata, Tomoyuki Hoshino, Yusuke Kimura, Risa Wataya and Korean modern Literature etc.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フェイクの時代に、どうして小説を書く必要があるのか（１） ウンベルト・エーコの晩年の作品から 

2. フェイクの時代に、どうして小説を書くという選択をしたのか（２）～体験的小説論  

3. 星野智幸の「新しい政治小説」について  

4. 木村友祐の小説をめぐって（できれば「幼な子の聖戦」について）  

5. 綿矢りさの近作について  『かわいそうだね？』など 

6. 韓国の現代文学について 『女の答えはピッチにある』まで 

7. 村田沙耶香『生命式』、『コンビニ人間』以後 

8. 津村記久子論～日常を描くヒント 

9. 批評理論（１） 精神分析批評 

10. 批評理論（２） クィア理論とジェンダー批評 

11. 批評理論（３） ポスト・コロニアリズム批評 

12. リアリズムについて～ラシュディとウエルベックを隔てるもの 

13. 登場人物はどこまで細部を埋めておくか 

14. 書いていくなかでいつも意識していること（まとめ）～継続性について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に予習は重要ではありませんが、各回の内容を先取りして、自らその作家のテキストを手にすることをお勧めします。大事

なのは、授業のあと、授業で言及された理論や小説を、具体的に調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/毎回提出のリアクションシート(65%) 

毎回、リアクションシートを提出すること。これが最終レポート以外の得点となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４１２ 

(Lectures on Literature 412) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩創作論 2 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩・詩論の読解と理解を通して各自の言語観を深める。詩の実作もおこない、言葉による表現について理解を深める。言語表現

の多様な方法に触れて、言葉に関する理解を深める。 

 

Through reading poetry,poetics specifically and understanding them,students will cultivate their thoughts about language and 

linguistic expressions.Students will experience various ways of linguistic expressions and deepen their understanding of language 

and literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期から現在に至る近現代詩史をふまえながら、詩作品を読み、日本語の詩の可能性に迫る。実作・作品提出とその講評も

おこなう。 

 

Through reading poetry in Japanese from the Meiji period to present,thinking of the history of modern Japanese poetry,students 

will experience the possibility of Japanese poetry and linguistic expressions.Students will write their poems and works submitted 

will be read in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 明治期の詩、『新体詩抄』とその周辺。島崎藤村『若菜集』、川路柳虹「塵塚」など。 

3. 三木露風、北原白秋、石川啄木など。 

4. 萩原朔太郎『月に吠える』他、『詩の原理』など。詩と散文、韻文と散文の問題。 

5. 西脇順三郎『Ambarvalia』と『あむばるわりあ』、『超現実主義詩論』など。 

6. 宮沢賢治『春と修羅』、尾形亀之助『障子のある家』など。【作品提出＝あらかじめ詩作品を書いてきて授業の際に提出す

る。】 

7. 【提出された詩作品の講評。】 

8. 中原中也『山羊の歌』『在りし日の歌』など。 

9. 金子光晴『現代詩の鑑賞』など。戦後詩、詩誌「荒地」とその周辺、鮎川信夫、田村隆一など。 

10. 左川ちか、石垣りん、茨木のり子、伊藤比呂美など。 

11. 石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』『水準原点』、『日常への強制』など。 

12. 現代の詩について１ 

13. 現代の詩について２ 

14. まとめ【レポート提出＝学期末のレポートを書いてきて授業の際に提出する。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に、必要があれば適宜おこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/授業内に指示した提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 蜂飼耳(編)、2013、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩 3 なやむ』、ゆまに書房 

2. 蜂飼耳(編)、2017、『大人になるまでに読みたい１５歳の詩 6 わらう』、ゆまに書房 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業形態については、感染状況を踏まえて決定する(状況によって、オンライン授業が中心になることもあり得る)。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU313／文学講義 ４１３ 

(Lectures on Literature 413) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
虎井 まさ衛(TORAI MASAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的・文化的「性」であるジェンダーが生活の細部に宿るという気付きを始点とし，性の多様性，人間の多様性について考えを

拡げる機会を提供する。 

 

Starting with the realization that gender, which is a social and cultural construct, dwells in the fine details of life, we will provide 

students with an opportunity to expand their thinking on gender diversity and human diversity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は実際に女から男に性転換し，戸籍上も男になった者で，肉体だけではなくジェンダーそのものも移行する体験をした。女で

あった時と男になった時，社会の眼はどう変わったか。女の世界と男の世界はどう違い，どう同じなのか。毎回が性別についての

希有な体験授業であるような講義にしていきたい。 

 

This course’s lecturer is actually someone who changed his sex from female to male and became male on official Japanese 

census records (in the family register). Therefore, he has experienced not only a physical transition, but also the transition of 

gender itself. How did he change in the eyes of society from when he was a woman to when he became a man? What are the 

differences between a man's world and a woman’s world and which aspects are the same? The intention is for each lecture to 

be a rare experience-based lesson about gender. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多様な性ついて  

2. 性別の習得について  

3. 性別違和感について  

4. 性の変更について  

5. 社会がつくる性について  

6. 宗教と性的少数者について 

7. デートＤＶについて／前半の補足 

8. 法的性別について  

9. 性別変更特例法について  

10. 特例法要件から外れる当事者について 

11. 性同一性障害の現状について  

12. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（１） 

13. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（２） 

14. 今後の課題と展望について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本はテキストの精読。参考文献，色々な媒体の作品や資料については毎回紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

コメントカード上の成りすまし，私語には特に厳しい。←対面講義が可能な場合。予定としては対面であるが、オンデマンドの可能

性もある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 針間克己他、2011、『性同一性障害って何？』増補改訂版、緑風出版 (ISBN:9784846111014) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南野智恵子他、2013、『性同一性害の医療と法』、メディカ出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンデマンドの回は、本来の授業曜日の前後で配信予定。 

詳細は授業内・Blackboard等で事前に伝える。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU314／文学講義 ４１４ 

(Lectures on Literature 414) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
広告文芸論 

担当者名 

（Instructor） 
熊沢 敏之(KUMAZAWA TOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いまや古典となりつつあるヴァルター・ベンヤミンの作品を精読しながら、資本主義下の社会と思想とメディアの機能について批

評的・根源的に考える力を培う。また、資本主義の展開と隆盛を通時的に見極めることで、現代の思想状況に対しても主体的に、

根拠を示しながら判断・評価することができるようにする。こうした読書と研究の実践によって、批評意識をもった社会人へと成長

する。 

 

By reading the work of Walter Benjamin, which are now becoming classics, you will be able to think critically and fundamentally 

about society, thought and media under capitalism. In addition, by learning the history of capitalism, it will be possible to judge 

and evaluate the current ideological situation on grounds. By doing these critical readings, you will be a critically conscious 

member of society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀のパリでは、成熟を始めた資本主義のもとで、ヨーロッパ随一の大都市文化が花開こうとしていた。20 世紀最高の思想家

ヴァルター・ベンヤミンは、変貌するパリの根源的意味を問おうと、「パリ――十九世紀の首都」を書いた。この優れたエッセーを

精読しながら、19 世紀パリに展開したさまざまなイメージを復元し、芸術・思想の世界と技術・商品の世界がせめぎ合う、この変

化の時代を思想史的に読み解いていく。 

 

In 19th century Paris where capitalism was beginning to mature, the best metropolitan culture in Europe was about to blossom. 

Walter Benjamin, one of the greatest thinkers of the 20th century, wrote "Paris: Capital of the Nineteenth Century" to find the 

true meaning of Paris which continued to change. Carefully reading this excellent essay, we restore various images developed in 

Paris at the time to understand the era of changes in which the world of art and thought competed with that of technology and 

commodities as a history of thought. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション――授業の進め方を提示しながら、あわせて 20 世紀がもたらした過酷な現実（とりわけユダヤ人に対す

る）を紹介する。 

2. ベンヤミンのパリ ――19 世紀という変貌する時代における大都市パリの姿を提示し、加えてベンヤミンの伝記とその

思想を概説する。 

3. パリのパサージュ――パサージュのなかで絢爛たる消費文化が開花し、そこで芸術は商品に奉仕する（Ⅰ「フーリエあるい

はパサージュ」①）。 

4. 鉄の構成――鉄とガラスを用いた建築がパサージュや駅、博覧会場として史上初めて登場する（Ⅰ「フーリエあるいはパサ

ージュ」②）。 

5. ユートピアのかたち――社会主義者フーリエはパサージュに触発され、具体的ユートピア像を構想する（Ⅰ「フーリエあるい

はパサージュ」③）。 

6. パノラマから写真へ――パノラマ画の大流行の後を受けて写真が発明され、芸術観を一変させる「（Ⅱ「ダゲールあるいは

パノラマ」）。 

7. 商品という幻像――商品の幻像を展示する万国博覧会と、商品を描くグランヴィルのイメージ世界（Ⅲ「グランヴィルあるい

は万国博覧会」）。 

8. 室内の痕跡――商品に抗うようにブルジョワジーの室内に蒐集品があふれ、そこから探偵小説が誕生する（Ⅳ「ルイ＝フィ

リップあるいは室内」）。 

9. アレゴリカーの描くパリ①――遊歩者はパサージュを創作の場所に変える。詩人ボードレールもその一人だった（Ⅴ「ボード

レールあるいはパリの街路」①）。 

10. アレゴリカーの描くパリ②――ボードレールはアレゴリーを用いて、パリという都市を初めて作品化する（Ⅴ「ボードレールあ

るいはパリの街路」②）。 

11. アレゴリカーの描くパリ③――新しさの永遠回帰が近代の本質となる。ボードレール『悪の華』の画期性（Ⅴ「ボードレールあ

るいはパリの街路」③）。 

12. パリ大改造――県知事オスマンのパリ改造計画が都市の姿を一新し、資本主義の世界が貫徹する（Ⅵ「オスマンあるいは

バリケード」①）。 

13. オスマン対コミューン――広い街路にバリケードが造られ、パリ・コミューンの夢が一瞬だけ実現するが……（Ⅵ「オスマンあ
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るいはバリケード」②）。 

14. 夢と覚醒の精神史（まとめ）――芸術・思想の世界と技術・商品の世界がせめぎ合う変化の時代は、私たちに何を語りかけ

ているか（Ⅵ「オスマンあるいはバリケード」③）。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業を受けた後、「課題」に答える。「課題」はテクストの主要なテーマと現在とを結ぶアクチュアルなものとする予定。翌

週、その「課題」への総括をするので、それを確認しながら復習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/毎回の講義の課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヴァルター・ベンヤミン、1995、『ベンヤミン・コレクション１』、筑摩書房 (ISBN:978-4480082169) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU317／文学講義 ４１７ 

(Lectures on Literature 417) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代歌謡論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 敦(SASAKI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本のポップス、いわゆる「Ｊポップ」の歴史と現在を知ることで、日本の文化の独自性と特殊性、そして「日本」の独自性と特

殊性を理解する。 

 

By knowing the history and present of contemporary Japanese pop music, so-called "J-pop", understanding the uniqueness 

and peculiarity of Japanese culture, and the uniqueness and peculiarity of "Japan". 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本のポップスの大まかな歴史を音源や映像、文献などを用いつつ概観する。 

 

Overviewing of the general history of contemporary Japanese pop music, using sound sources, videos, and references. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／この講義の内容と方法について／2021 年の J ポップ 

2. 70 年代の日本語ポップス、その１ 

3. 70 年代の日本語ポップス、その２ 

4. 70 年代の日本語ポップス、その３ 

5. 80 年代の日本語ポップス、その１ 

6. 80 年代の日本語ポップス、その２ 

7. 80 年代の日本語ポップス、その３ 

8. 90 年代の日本語ポップス、その１ 

9. 90 年代の日本語ポップス、その２ 

10. 90 年代の日本語ポップス、その３ 

11. ゼロ年代の日本語ポップス、その１ 

12. ゼロ年代の日本語ポップス、その２ 

13. テン年代以降の日本語ポップス 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席およびコメントカード(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木敦、2014、『ニッポンの音楽』、講談社 (ISBN:4062882965) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU318／哲学講義 １ 

(Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、エマニュエル・レヴィナスという 20 世紀フランスの哲学者を中心的に取り上げます。 

レヴィナスは、とても難解な哲学者として知られていますが、とはいえ、「他者」概念を中心とする彼の哲学思想は、哲学研究者ば

かりでなく、一般の人を含む多くの人の興味関心をいまもなお誘っています。 

 

この講義では、哲学全般に関心がある方はもちろんですが、これまでレヴィナスの名前を目にしてなんとなく関心があるけれども

やはりちょっと難しいかと考えている方にとっても理解可能になることをめざして、レヴィナス哲学の概要と意義を論じていきます。 

 

レヴィナスの思想は、哲学、文学はもちろん、言語の問題、性の問題、環境の問題、介護やケアの問題、社会や政治の問題、宗

教の問題などさまざまな分野に関連しています。レヴィナスの思想の理解を、履修者各自の問題関心とリンクさせることで、自分

自身の考えを深めることが最終的な目標です。 

 

In this lecture, we will discuss about a 20th french-jewish philosopher, Emanuel Levinas. 

Although considered as quite difficult, his thought attracts not only specific researchers but also ordinary people. 

The aim of this lecture is give an account of a general feature and the importance of Levinas' Philosophy, in order that it be 

understandable for any student interested in it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、基本的に講義のかたちをとります。 

「テキスト」にあげたレヴィナスの主著の抜粋をもとに、その思想の展開を時系列的に追い、その時々の社会的・政治的背景や、

同時代のほかの哲学者との関係も考慮に入れながら説明していきます。 

授業で扱う主なテーマは、1）レヴィナスが影響を受けたフッサールおよびハイデガーの「現象学」の思想、2）「ユダヤ人」としてレ

ヴィナスがどのように第二次世界大戦を経験し、その後どのような思想を展開しようとしたのか、3）彼の言う「他者」という発想が

どこでどのように出てきたのか、4）「他者の哲学」には収まりきらないその思想の広がり（「糧」「エロス」「正義」など）、5）そうした思

想がそもそも今日どのような射程や意義を有するか、などです。 

講義が一方向的な話に終始しないよう、できるだけインタラクティブな質疑応答や議論の機会を設けられればと考えています。 

 

Basically, this course will be conducted in the manner of lecture,  to provide the students with principal features and the 

importance of Levinas' thought. These will be explained in chronological order and with some of his texts, considering the social 

and political contexts and the relationship with other philosophers of the same period. 

The main themes this lecture will pick up are: 

1) phenomenological thoughts (Husserl and Heidegger) which had a strong impact on Levinas 

2) the experience of the World War II for Jewish philosophers like him, 

3) what is the philosophy of the "other", 

4) other important themes of his philosophy (nurture, eros, justice and so on), which cannot be reduced to it, 

5) impacts and importances of such a philosophy for us. 

To avoid a one-way lecture, this course will try to make some occasions to share opinions of the participants and discuss about 

themes of each topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・授業の進め方・主題の概要 

2. 現象学の衝撃 

3. マルティン・ハイデガーの影響と反発 

4. 第二次大戦期における「ユダヤ人」哲学者たち 

5. 「ある」とは何か：『実存から実存者へ』 

6. 「他者」の哲学 

7. 現代におけるユダヤ思想：『困難な自由』 

8. 『全体性と無限』①：「糧」とは何か 

9. 『全体性と無限』②：「責任」とは何か 
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10. 『全体性と無限』③：「エロス」とは何か 

11. ジャック・デリダの急襲 

12. 「無限責任」と「身代わり」の思想：『存在の彼方へ』（1） 

13. 「正義」と「倫理」の思想：『存在の彼方へ』（2） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業で取り扱うテクストの抜粋をブラックボードに掲げておくので目を通してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(20%)/授業への参加（コメント等）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エマニュエル・レヴィナス、1999、『レヴィナス・コレクション』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480084916) 

2. エマニュエル・レヴィナス、2005、『実存から実存者へ』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480089543) 

3. エマニュエル・レヴィナス、2020、『全体性と無限』、講談社学術文庫 (ISBN:4065193443) 

4. エマニュエル・レヴィナス、2008、『困難な自由』、法政大学出版局 (ISBN:4588009052) 

5. エマニュエル・レヴィナス、1999、『存在の彼方へ』、講談社学術文庫 (ISBN:4061593838) 

テキストの購入は必須ではありません（授業で取り上げる箇所はコピーを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村上靖彦、2012、『レヴィナス 壊れものとしての人間』、河出書房新社 (ISBN:4309624480) 

2. エマニュエル・レヴィナス、2010、『倫理と無限』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480092803) 

3. 熊野純彦、1999、『レヴィナス入門』、ちくま新書 (ISBN:4480058001) 

4. 渡名喜庸哲、2021、『レヴィナスの企て』、勁草書房 (ISBN:4326102896) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「哲学概論」、「哲学への扉」などの導入科目をすでに履修していることが望ましいです（必須ではありません）。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU319／哲学講義 ２ 

(Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
井ノ口 哲也(INOKUCHI TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    （１）受講生は、夏王朝から中華人民共和国までの中国の思想や文化の流れを把握し、各時代の思想・文化の特徴を説明

することができる。 

    （２）受講生は、中国（人）の「ものの考え方」の様々な型を知ることによって、中国の思想や文化がどのように形成されていっ

たのかを理解することができる。 

 

    （１）Students can understand Chinese thought and culture from Xia dynasty to People's Republic of China, and can explain 

about features of Chinese thought and culture. 

    （２）Through to know Chinese many thinking patterns, students can understand the formation process of Chinese thought 

and culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

    この授業では、テキストに従って、中国の思想や文化について、通史的に講義を行う。われわれが生活する日本の思想や文

化を理解するためには、歴史的に長い付き合いのある隣国である中国の思想や文化について知っておく必要がある。全般的に、

中国（人）の「ものの考え方」を知りたい初学者を対象とした内容である。 

 

    In this class, according to the text, lecture on history of Chinese thought and culture. To understand Japanese thought and 

culture, we need to know Chinese thought and culture. Generally, this lecture set to target beginner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

授業：中国哲学史／中国思想史を学ぶということ 

2. 伝説から思想史へ：夏・殷・西周 

3. 掲げる理想、とびかう言説：春秋・戦国 

4. 国家統一のための政治思想：秦・前漢 

5. 出土資料研究の影響 

6. 経学の隆盛と正しさの希求：新・後漢 

7. 新しい人間観と世界観：魏・晋・南北朝 

8. 三教の交渉：隋・唐 

9. 印刷技術と水路交通網の恩恵：北宋・南宋 

10. 朱子学の伝播と変容：元・明 

11. 思想上の鎖国と開国：清 

12. 学術の分類と目録学 

13. 儒教のない世界をもとめて：中華民国 

14. 失脚と復活：中華人民共和国 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

    前回の授業内容を必ず復習したうえで、次の授業に臨むこと。また、テキストに掲載されている「主要参考文献」を図書館等

でさがして予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業時に課すリアクションペーパー(100%) 

１回のリアクションペーパーを１０点満点で採点し、各回の得点の平均値を 10 倍して 100 点満点に換算し、成績評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井ノ口哲也、2012、『入門   中国思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326102150) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 津田資久・井ノ口哲也（編）、2018、『教養の中国史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623080311) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU321／哲学講義 ４ 

(Lectures on Philosophy 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術論 2 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 Ｊ．(IGARASHI JANNU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧石器時代から 16 世紀までの西洋美術の展開を概観し、各時代の社会、経済、文化的背景に関する知識を得て、美術作品の

解説ができるようになることを目指す。 

 

The aim is to become able to interpret pieces of art, by outlining the development of western art from the Paleolithic period up 

until the sixteenth century and acquiring knowledge on each period’s society, economy and cultural background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

先史時代から近世までの地中海周辺の諸国、中近東、ヨーロッパの美術に数多く触れ、西洋美術に親しむ。地理的環境、各時代

の社会、経済、文化的背景を踏まえながら、各美術作品が制作された目的、背景、表現内容、様式の特徴を学ぶ。 

 

We will touch on many pieces of art produced from prehistoric times to recent times in the countries around the Mediterranean 

Sea, the Middle East and Europe, thus developing familiarity with western art. Taking into account the geographical environment 

and each period’s society, economy and cultural background, we will learn for each piece of art the aim behind its creation, its 

background, its expressive content and its style. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋美術史の様式と美術のはじまり：旧石器時代、中石器時代、新石器時代 

2. 古代エジプト文明：ピラミッド、壁画、彫刻 

3. 古代メソポタミア文明：ジグラッド、戦勝記念碑、ハンムラビ法典 

4. 古代エーゲ海文明：キュクラデス諸島、クレタ島、クノッソス宮殿 

5. 古代ギリシャ美術：パルテノン神殿、陶器、彫刻 

6. 古代ローマ美術：コロセウム、ポンペイ、トラヤヌス記念柱 

7. 初期キリスト教美術、ケルト美術、ゲルマン美術、ビザンチン美術 

8. ロマネスク美術：半円形アーチ、彫刻、巡礼路 

9. ゴシック美術：大聖堂、尖頭アーチ、ステンドグラス 

10. 初期ルネサンス：ブルネレスキ、マサッチオ、マンテーニャ 

11. 盛期ルネサンス：レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ 

12. 北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク、デューラー、ブリューゲル 

13. マニエリスム、ヴェネツィア派：ポントルモ、ジョルジョーネ、ティツィアーノ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

西洋美術の特別展示や常設展示を鑑賞する。参考文献を読む。その他、授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席態度(30%)/報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業プリントのモノクロバージョンは授業前に毎回配布します。授業プリントのカラーバージョンは blackboardにてアップロードし

ておきます。 

 

参考文献（Readings） 

1. H.W.ジャンソン、アンソニー・F.ジャンソン、2001、『西洋美術の歴史』、創元社 (ISBN:ISBN978-4422700076) 

2. E.H.ゴンブリッジ、2007、『美術の物語』、ファイドン (ISBN:ISBN978-4902593556) 

3. 高階秀爾、2002、『西洋美術史』、美術出版社 (ISBN:ISBN978-4568400649) 

4. 五十嵐ジャンヌ、2021、『なんで洞窟に壁画を描いたの？美術のはじまりを探る旅（１３歳からの考古学）』、新泉社 
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(ISBN:ISBN978-4-7877-2027-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上野・国立西洋美術館（常設展示：１４世紀〜２０世紀の西洋美術の展示）休館中 

http://www.nmwa.go.jp/jp/index.html 

 

池袋・古代オリエント博物館（エジプト、メソポタミア、イラン、シリアの古代美術の展示） 

http://aom-tokyo.com 

 

武蔵境・中近東文化センター（イラン・イラク・シリア・トルコ・エジプトの古代美術の展示） 

http://www.meccj.or.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AU322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU322／哲学講義 ５ 

(Lectures on Philosophy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 1 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学者エーリヒ・フロム（1900-80）の著作を読み、その鍵概念である「自由」「服従」「愛」「生産的」「悪」「持つ／在る」など

を理解し、それらを援用・批判して自分自身と現代社会について思索できるようになること。 

 

Read written works by social psychologist Erich Fromm (1900-1980) and understand key concepts such as freedom, conformity, 

love, evil, being productive, and the ideas to have or to be. Become able to support or criticize Fromm’s concepts and 

contemplate one's own self and modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、『自由からの逃走』や『愛するということ』で知られるフロムの著作を通して、学生が単に知識を増やすのではなく、自

ら考えてアウトプットしていく、社会心理学および哲学入門となる。各授業は毎回、最初に学生からのコメントメールを紹介し、それ

に対して講師からコメントや補足説明をするフィードバック応答を行う。その後、以下の「授業計画」にそって（学生の理解度によっ

て変更もありうる）、講師がフロムの思想や概念を（できるだけ平易に）紹介、解説する。 

 

This class is an introduction to social psychology and philosophy. Through written works by Fromm, who is known for books 

such as Escape from Freedom and The Art of Loving, students will not merely increase their knowledge, but also think for 

themselves and produce work based on their opinions. Every time classes will be split into a first half and a second half. In the 

first half, the lecturer will present comment on emails written by students and provide supplementary explanation. In the second 

half, the lecturer will introduce Fromm’s thinking and concepts (as simply as possible) in accordance with the lesson plan below 

(this plan may change based on student feedback). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・人物について 

2. 自由からの逃走（１） 自由と個人の解放 

3. 自由からの逃走（２） 宗教改革・近代人の不安と自由 

4. 自由からの逃走（３） 自由からの逃避のメカニズム 

5. 人間における自由（１） 人道主義的倫理とパーソナリティ 

6. 人間における自由（２） 生産的・非生産的「構え」 

7. 人間における自由（３） 道徳的能力 

8. 愛するということ（１） 技術としての愛 

9. 愛するということ（２） 親の愛・性的愛 

10. 愛するということ（３） 自己愛・利己主義 

11. 悪について（１） バイオレンス・ネクロフィリア・バイオフィリア 

12. 悪について（２） 自由・決定論・二者択一論 

13. 生きるということ（１） 持つことと在ること 

14. 生きるということ（２） 新しい人間、新しい社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／各テキスト指定箇所を事前に読んでおく。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋客観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回授業へのコメント(70%)/授業末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

参考文献（Readings） 
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「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。授業中に使用したパワーポイントデータ等は、ブラックボー

ド上にアップします。 

毎週木曜日の３限までにコンテンツを公開する予定です。 

 

注意事項（Notice） 

2022 年度休講予定 
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■AU323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU323／哲学講義 ６ 

(Lectures on Philosophy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題 2 

担当者名 

（Instructor） 

小平 健太(KODAIRA KENTA) 

鈴木 信一(SUZUKI SHINICHI) 

猪口 純(INOGUCHI JUN) 

丸山 諒二(MARUYAMA RYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学をめぐる問題とそれに対する思考法をさまざまな哲学者・思想家から学び、哲学史の基礎を知るとともに、最終的にみずから

哲学的に考える力を身に付けることを目指す。授業を通じて知識・理論をただ学ぶだけではなく、同時にそれを実践する術を身に

付けることによって、各個人が興味をもつさまざまな文化的事象に自ら問いを立て解決するための基礎体力を養う。 

 

The course aims to study problems involving philosophy and ways of thinking about these from a variety of philosophers and 

thinkers, as well as to learn about the basics of philosophical history and finally instill the ability to think philosophically on one's 

own. By not only acquiring knowledge and theory through classes but also instilling techniques for practicing these, the course 

will cultivate the basic capability in individuals to pose and solve questions in response to cultural events of personal interest.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は哲学・思想を扱います。哲学という学問の固有性は、さまざまな文化的事象を考える、その「考え方」そのものを真正面

から取り扱うことにあります。そこに哲学の重要な特徴があると言えるでしょう。そこで本講義では、四名の担当教員が各回を担

当し、各教員の専門性を活かすことで、学生諸君の問題意識喚起に資することを目指します。 

私たちや、世界が、あるいは事物が「存在」するとは、どういうことでしょうか。私たちが文明を築き、技術の発展とともに生きる「世

界」とは何でしょうか。その世界において私たちの「理性」は何を認識し、知ることができるのでしょうか。また、こうした問題を考

え、「言葉」にしていく私たちの営みは何を意味するのでしょうか。他者を理解し、自己をも理解する「言語」とその「思考」は、どう

関わっているのでしょうか。さらには、私たちの「身体」は世界とどう繋がっているのでしょうか。それは何を表現し、何を生み出す

ことができるのでしょうか――こうした問題を前に、私たちもこれまでの哲学者・研究者たちの言語に耳を傾けながら、多くの文化

的事象についてさまざまな角度から哲学的に考察していきます。 

こうした観点のもと、本講義は主に「理性」・「認識」・「言語」・「身体」という四つの主要な哲学的トピックをめぐって、哲学的思考が

もつ様々な現代的意義について検討します。はじめに、小平が全体を統括して、講義全体の流れを作り、次いで丸山が第一のト

ピック「理性」について検討します。それを受けて、猪口が「認識」について、それに続き小平が「言語」について、そして最後に鈴

木が「身体」について、それぞれ哲学的考察を展開します。 

 

This lecture will take up philosophy and thought. The uniqueness of the academic discipline of philosophy is that, in considering 

diverse cultural events, it directly addresses the matter of "how to think" itself. This can be considered an important 

characteristic of philosophy. In this lecture four teachers will utilize their expertise and make the characteristics of each way of 

thinking clear. The aim is to contribute by evoking within you students’ interest in, and awareness of, the issues.  

What does it mean for us, the world, and things to "be"? What is the "world" in which we live and build civilizations with 

advanced technology? What can our "reason" know in the first place? And what sort of endeavor is that thinking about these 

issues and turning them into "words"? What is the relationship between "language" and "thinking" that understands others and 

also oneself? And furthermore, how is our "body" connected to the world? What can it express and create? Tackling such 

questions, we will listen to the words of past philosophers and researchers, and philosophically consider numerous cultural 

events from a variety of angles.  

Based on such perspectives, this lecture will examine the range of significance of philosophical thinking in four major 

philosophical topics; "reason", "cognition", "language" and "body".  First, lecturer Kodaira will take the overall lead and 

determine the structure of all lectures, and Maruyama will examine the first topic "reason". This will be followed by lecturer 

Inoguchi developing philosophical considerations about "cognition", followed by lecturer Kodaira about "language" and finally, by 

lecturer Suzuki about "body". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――授業の狙いと進め方・これまで哲学は何を問題としてきたのか―― 

2. 合理的であること：理性と計算 〔現代理性論①〕 

3. 理性的であること：理性という能力 〔現代理性論②〕 

4. 「なぜ」と問うこと：逆境にある理性 〔現代理性論③〕 

5. 「哲学」と「科学」：古代ギリシアの再演としての近代 〔現代認識論と形而上学①〕 
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6. 「哲学」と「夢」：哲学が夢見たものと哲学された夢 〔現代認識論と形而上学②〕 

7. 「哲学」の「毒」：「夢」の破壊者としての哲学(絶対化、非絶対の絶対化、自己否定) 〔現代認識論と形而上学③〕 

8. 「言語」を哲学する：言語をめぐる現代哲学の問いと思考 〔哲学的言語論①〕 

9. 「存在」と「言語」：他者理解と自己理解の理論 〔哲学的言語論②〕 

10. 「行為」と「言語」：発話行為と書記行為について 〔哲学的言語論③〕 

11. ブリコラージュと芸術表現 〔哲学的生成論および身体論①〕 

12. 差異化・リゾームと身体表現 〔哲学的生成論および身体論②〕 

13. オートポイエーシスと表現としての生 〔哲学的生成論および身体論③〕 

14. 各テーマの総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業においてスライド・板書した内容を復習し、次回の授業に備えること。 

各テーマ終了後、2000 字程度の小レポートを 1 週間で書いて提出します。よって期間中に 4回の小レポートがあります。 

この他の授業時間外の学習に関する具体的な指示は、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小レポート①(20%)/小レポート②(20%)/小レポート③(20%)/小レポート④(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、資料を配布します。 

授業内容に直接関連する一次資料は、その都度授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村井則夫、2016、『人文学の可能性――言語・歴史・形象』、知泉書館 (ISBN:9784862852328) 

2. 新田義弘、1989、『哲学の歴史――哲学は何を問題にしてきたか』、講談社 (ISBN:4061489771) 

3. 山下和也、2004、『オートポイエーシスの世界――新しい世界の見方』、近代文芸社 (ISBN:9784773372137) 

4. 古東哲明、2005、『現代思想としてのギリシア哲学』、筑摩書房 (ISBN:9784480089069) 

5. 中川洋八、1996、『正統の哲学・異端の思想』、徳間書店 (ISBN:9784198606190) 

6. 塚本正明、1995、『現代の解釈学的哲学――ディルタイおよびそれ以後の新展開』、世界思想社 (ISBN:9784790705765) 

7. 小平健太、2020、『ハンス・ゲオルグ＝ガダマーの芸術哲学――哲学的解釈学における言語製の問題』、晃洋書房 

(ISBN:9784771033184) 

その他の文献については、その都度授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は配布資料、スライドを参照しつつ、適宜板書を行うこともあります。各自、必要に応じてノート等を用意してください（授業

への PC の持ち込みと使用は可）。 

講義の目的は、必ずしもひとつの答え、またその答えの客観性を得ることではありません。各講義のはじめに、前回提出してもら

ったリアクションペーパーの中からいくつかご紹介する予定です。毎回テーマとなっている事象を自由に捉え、また他の学生がど

のように考えているのか、事象を捉えるさまざまな視野そのものを身に付けるよう、意識して講義に参加してください。  

 

注意事項（Notice） 
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■AU324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU324／哲学講義 ７ 

(Lectures on Philosophy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
死生論 

担当者名 

（Instructor） 
高井 ゆと里(TAKAI YUTORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生と死に関わる倫理的問題について様々な角度から考えられるようになること 

 

The aim of this course is to help students learn how to discuss the topics concerning life and death from various points of view 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は異なる３つの主題で構成されます。第一に研究倫理、第二にリプロダクションと優生思想、第三に死の哲学です。（１）研究

倫理についての基礎知識を得ること、（２）リプロダクションと優生思想にまつわる倫理について理解すること、（３）エピクロスやハ

イデガー、レヴィナスが「死」についてどのように思考したのかを理解すること、これらが授業の内容となります。 

 

The goals of this course are to 

（１）obtain basic knowledge about the research ethics 

（２）to be able to understand the ethics of reproduction and eugenics 

（３）to be able to understand how Epicurus, Heidegger, and Levinas thought about "death" 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内：今学期学ぶことの確認 

2. 研究倫理①：研究倫理とは何か 

3. 研究倫理②：医学系研究の過ちの歴史 

4. 研究倫理③：研究倫理の基礎概念 

5. リプロダクションと優生思想①：リプロダクティブ・ヘルス＆ライツとは何か 

6. リプロダクションと優生思想②：優生保護法と女性の健康 

7. リプロダクションと優生思想③：優生保護法と障害者の身体 

8. リプロダクションと優生思想④：リプロダクティブ・ジャスティスと新優生学 

9. 死の哲学①：死は恐れるに値するのか？ 

10. 死の哲学②：ハイデガー哲学の基本構図（『存在と時間』） 

11. 死の哲学③：ハイデガーによる死の現象学 

12. 死の哲学④：レヴィナスにおける死の現象学 

13. 死の哲学⑤：死者への責任とは何か（レヴィナスの哲学） 

14. 今学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布した資料に目を通すこと（２時間）、指定する課題をこなすこと（２時間） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への積極的な参加(20%)/内容理解を問う小テストやコメントシート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料は授業中に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

読むべき参考文献はその都度紹介します。関心に応じて、図書館で借りるか、購入してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

コンテンツは基本的には月曜日３限に公開予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU325／哲学概論 １ 

(Introductory Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「西洋哲学」で「哲学する」 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AE326「人間と哲学１」と同一科目。重複履修不可。教育学科の学生は AE326 を登録す

ること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・西洋哲学の基本的な流れや重要な考えを理解する。 

・「哲学する」仕方の基本を身につける。 

・自分で「哲学する」ための道具として西洋哲学の枠組みを理解する。 

 

・ Understand the basic flow and important ideas of Western philosophy. 

・ Learn how to “philosophize” by yourself. 

・ Understand the framework of Western philosophy as a tool for "philosophize". 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に西洋哲学史の流れに沿った講義をします。ただし、哲学者の名前と概念を暗記することを目指すことはしません。「哲

学」とは、覚えることではなく、自ら考えることにありますので、自ら「哲学する」ことができるために、そのツールとして、西洋哲学

の歴史や基本的な考え方を身につけることを目指します。 

 

そのため、できるだけ履修者とのインタラクティブな対話を設ける予定です。授業では、できるだけ日常的な場面にも通づる「問

い」を提示します。授業前あるいは授業内にそれについて考えてもらう機会を設けます。それを踏まえて、西洋哲学の考え方を説

明していきます。 

 

For this reason, we plan to have interactive dialogue with students as much as possible. The students will be required to answer 

to questions that can be asked in everyday situations. The course will be proceeded in response to the answers, by using ideas 

elaborated in Western philosophy.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：「哲学する」とは 

2. プラトンとアリストテレス 

3. キリスト教とスコラ哲学 

4. デカルトとホッブズ 

5. スピノザとライプニッツ 

6. フランス啓蒙主義とイギリス経験論 

7. カントとヘーゲル 

8. マルクス、キルケゴール、ニーチェ 

9. 現象学 

10. サルトルとレヴィナス 

11. ウィトゲンシュタインと分析哲学 

12. 構造主義とポスト構造主義 

13. 政治哲学と現代倫理学 

14. 現代のさまざまな哲学 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の講義で扱う「問い」についてあらかじめ考えてくる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業参加度(30%)/中間テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

用いません（適宜プリントを配布します）。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 貫成人、2008、『図説・標準 哲学史』、新書館 

2. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―古代から中世へ』、岩波書店 

3. 熊野純彦、2006、『西洋哲学史―近代から現代へ』、岩波書店 

そのほか適宜授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU326／哲学概論 ２ 

(Introductory Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想と日本の道徳 

担当者名 

（Instructor） 
井ノ口 哲也(INOKUCHI TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AE327「人間と哲学 2」と同一科目。重複履修不可。教育学科の学生は AE327 を登録す

ること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    （１）受講生は、中国思想、特に儒教の「ものの考え方」が、特に戦前までの日本において深く根付いてきたことについて、具

体的に述べることができる。 

    （２）受講生は、現代日本の、特に若者が共有している道徳が何に根差しているものなのか、このことへの理解を深めること

ができる。 

 

    （１）Students can specifically explain thinking patterns of Chinese thought, in particular, Confucianism deeply rooted in 

prewar Japan. 

    （２）Students can deeply understand about youth's moral in modern Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

    日本における歴史的な道徳観念の変遷を考える際に、中国大陸からの影響を避けては通れない。本講義では、テキストに

従って、中国思想、特に儒教に基づく道徳教育の東アジア世界における展開をたどったうえで、現代日本で生活するわれわれが

享受する豊かさ・便利さの裏側で、これまでの社会秩序が変貌し、意思疎通の手段が大きく変化してきた中で、失われつつある

道徳について問題提起を行う。 

 

    Considering history of moral idea,we must study Impacts from China. In this class, according to the text, lecture on history 

of moral education based on Chinese thought, in particular, Confucianism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

授業：「現代の日本はなぜ欧米の方を向いているのか」を考える 

2. 日本は本当に豊かになったのか（１）高度経済成長と望郷歌 

3. 日本は本当に豊かになったのか（２）会う約束を守るということ 

4. 社会と家庭を安定させた東アジアの道徳（１）五倫と三綱 

5. 社会と家庭を安定させた東アジアの道徳（２）朱子学・『三綱行実図』・『六諭衍義』 

6. 近代日本の道徳（１）教育勅語 

7. 近代日本の道徳（２）井上哲次郎の江戸儒学三部作 

8. 近代日本の道徳（３）三つの『日本儒学史』 

9. 教科書の中の中国思想（１）「儒教」か「儒学」か 

10. 教科書の中の中国思想（２）巫祝の子   孔子 

11. 教科書の中の中国思想（３）夏目漱石の「則天去私」をめぐって 

12. ２１世紀をどう生きていくか（１）「中庸」とは何か 

13. ２１世紀をどう生きていくか（２）「足るを知る」ということー『老子』に学ぶー 

14. ２１世紀をどう生きていくか（３）ひたむきに努力することー北京師範大学の学生たちー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

    前回の授業内容を必ず復習したうえで、次の授業に臨むこと。また、テキストで言及している参考文献を図書館等でさがして

予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業時のリアクションペーパー(100%) 

１回のリアクションペーパーを 10 点満点で採点し、各回の得点の平均点を 10 倍して 100 点満点に換算し、成績評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井ノ口哲也、2021、『道徳教育と中国思想』、勁草書房 

    このシラバスの記入時には、テキストは未刊ですので、授業開始時に、あらためて、アナウンスさせていただきます。 
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参考文献（Readings） 

1. 井ノ口哲也、2012、『入門   中国思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326102150) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU327／現代倫理 

(Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不幸について 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義の目的は、「不幸」についての哲学的テクストを理解し、文章を分析する力、議論する力、そして自分で考え文章で表す

力を身につけることである。 

 

The purpose of this course is to help students acquire an understanding of the philosophical texts on "unhappiness"  the skills 

in analyzing texts, making oral presentation and describe their own thoughts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、哲学における幸福論の系譜のうち「不幸」についての議論を扱う。いくつかの哲学の議論は、不幸と幸福は表裏一

体ではないことを示している。授業では幸福になる義務はあるのか、不幸と幸福はいかなる関係にあるのかといったことを含む問

いを詳細に検討する。 

 

 This course introduce arguments of "unhappiness" in the  genealogy of eudaimonics in philosophy.  Some philosophical texts 

show that unhappiness and happiness are not  two sides of the same coin. Question including if one should be happy,  what 

relations are set up between unhappiness and happiness are examined in details. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「不幸」には様々な形がある 

この回のみ予習なし。復習として、配布プリントの指定された箇所を熟読し問いに答えること。 

2. 幸福であることは義務なのか（１）：ベンサムの幸福論 

予習：配布プリントを熟読。  

3. 利益と幸福の関係：ミルの幸福論 

予習：配布プリントを熟読。  

4. 幸福であることは義務なのか：（２）アランの幸福論 

予習：配布プリントを熟読。  

5. 不幸の原因：ラッセル『幸福論』 

予習：配布プリントを熟読。  

6. 幸福は可能なのか：ラッセル『幸福論』 

予習：配布プリントを熟読。  

7. まとめおよび中間レポートの概要説明  

予習：中間レポートについて、どのようなことを論じたいかについて考えをまとめておく。 

8. 労働と不幸の関係（１）：ヴェイユ『工場日記』 

予習：配布プリントを熟読。  

9. 労働と不幸の関係（２）：ヴェイユ『社会的自由と抑圧』 

予習：配布プリントを熟読。  

10. 他人の不幸に際して（１）：ヴェイユ『根を持つこと』 

予習：配布プリントを熟読。  

11. 抑圧という状況における不幸と幸福：カミュ『戒厳令』 

予習：配布プリントを熟読。  

12. 犠牲について：サヴィンコフ『テロリスト群像』 

予習：配布プリントを熟読。  

13. 他人の不幸に際して（２）：カミュ『正義の人びと』 

予習：配布プリントを熟読。  

14. まとめおよび試験の準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として毎回のプリントを熟読すること。また、授業内に提出の課題に対するコメントを講師から行うので内容を復習すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(20%)/毎回の課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 合田正人、2013、『幸福の文法』、河出ブックス (ISBN:4309624588) 

その他の文献は授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU369／文学講義 ４１９ 

(Lectures on Literature 419) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論 2 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 裕之(OZAWA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀から 20 世紀までのロシア文学の大まかな流れを理解すること。また、個々の作品に対する様々な解釈を知った上で、そ

の作品について自分なりの意見を持てるようになることを期待します。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the mainstream of Russian literary history from the 19th 

century to the 20th century. I also expect that they will be able to have their own opinions about each work, knowing the 

various interpretations of it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀から 20 世紀までのロシア文学の概説。原則として各回に 1 人ずつ詩人・作家を取りあげ、解説します。特に、ある作品の

解釈の変遷や、対立する複数の解釈を紹介し、周囲を取り巻く環境や時代によって、受容の仕方が変化してゆく様子に着目しま

す。また、日本文学との関係にも随時目を配る予定。 

 

A survey of Russian literary history from the 19th century to the 20th century. In principle, this course explains one poet/writer 

each week. We explore how the work acceptance changes depending on the surrounding environment and the times. It is done 

by introducing the transition of interpretations of work and multiple conflicting interpretations. This course also pays attention 

to the relationship between Russian and Japanese literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：ロシア文学についての簡単な紹介 

2. 原点にして究極：プーシキン 

3. 鼻が喋る：ゴーゴリ 1 

4. 落語で訳す：ゴーゴリ 2 

5. 白樺林と雑木林：ツルゲーネフと独歩 

6. 長い、暗い、可笑しい：ドストエフスキー 

7. ぶよぶよ、ぶくぶくのモンスター：トルストイ 

8. 泣けるのか笑えるのか：チェーホフ 1 

9. 世界のチェーホフたち：チェーホフ 2 

10. 終わりと始まり：銀の時代の詩人 

11. どこにもない言葉を求めて：フレーブニコフとクルチョーヌィフ 

12. 1 頁の小説：ハルムス 

13. 空飛ぶ狼：「オベリウ」グループ 

14. 小さな者への眼差し：アレクシェーヴィチとロシア文学の伝統 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介した詩人／作家の作品を自主的に読めば、理解が格段に深まると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤沼貴、小野理子、安岡治子、2000 年、『新版 ロシア文学案内』、岩波書店 (ISBN:9784003500026) 

2. 川端香男里（編）、1986 年、『ロシア文学史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130820400) 

3. 藤沼貴、水野忠夫、井桁貞義、2003 年、『はじめて学ぶロシア文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623037544) 

4. アーザル・ナフィーシー（市川恵里訳）、2017 年、『テヘランでロリータを読む』、白水社 (ISBN:9784560095379) 
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5. ゴーゴリ（浦雅春訳）、2006 年、『鼻／外套／査察官』、光文社 (ISBN:9784334751166) 

6. 井桁貞義、井上健（編）、2013 年、『チェーホフの短篇小説はいかに読まれてきたか』、世界思想社 (ISBN:9784790715856) 

7. 小澤裕之、2019 年、『理知のむこう――ダニイル・ハルムスの手法と詩学』、未知谷 (ISBN:9784896425727) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 

 - 1841 - 

■AU783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1844 - 

注意事項（Notice） 
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■AU785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文(制作)･卒業論文(制作)指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文を書く 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす．  

 

Students will refine their research targets to deepen their research subjects. Students will write quality graduation thesis in the 

end by solving questions they encounter when writing or reading contents.  

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる．  

 

When necessary, professor and students will have conversation directly to deepen students’ understanding about their research 

subjects and solve their issues. Seminar time slot will be set after discussion with individual student. Contents of the class will 

change according to issue awareness of thesis writers at that time.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 

 - 1846 - 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 

 


