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■JB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB139／米文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in American Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メルヴィル『戦争詩集』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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大作『白鯨』によって 19 世紀アメリカ文学の中核を占めるといっていいハーマン・メルヴィルの詩作を地道にそしてクリティカル

に読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味するこ

とができるようになります。 

 

  This seminar deals with Battle-Pieces and Aspects of the War, a collection of poems by Herman Melville. Through critical 

reading of the poems, students will develop the ability to analyze as well as integrate content and the skills to conduct accurate 

and objective surveys, and to appreciate the merits of his works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「メルヴィル・リヴァイヴァル」から 80 年たって「メルヴィル詩のリヴァイヴァル」が動き出しました。それからはや 10 年になりま

す。メルヴィルの詩作を扱った研究も日々増えています。 

 そこで本授業では、刊行詩集としては第一詩集である『戦争詩集』に収められた詩作を精読し、どこがどのように「非散文的」で

あって「詩的」であるのかを考察しながら、ときに奇怪ともいえるメルヴィルの詩業の多様な特徴を体感します。 

 

  The original “Melville Revival” took shape a century ago; eighty years later started the revival of Melville’s poetry. Another 

ten years has passed since then, and many critical studies of his poetry are being published every year. 

  In this seminar, we will carefully read through Melville’s poems collected in Battle-Pieces and Aspects of the War. Close 

attention will be paid to poetic, that is, unprosaic, expressions the poet dared to employ. While scrutinizing the wording and 

structure of his poems, we will experience the various features, if sometimes bizarre, of Melville’s poetical achievements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メルヴィル小伝 

2. 英詩の基本 

3. “The Portent,” “Misgivings” 

4. “The Conflict of Convictions” 

5. “The March into Virginia,” “Ball’s Bluff” 

6. “Dupont’s Round Fight,” “The Stone Fleet” 

7. “The Cumberland,” “A Utilitarian View of the Monitor’s Fight” 

8. “The Temeraire” 

9. “Shiloh,” “Malvern Hill” 

10. “Stonewall Jackson,” “Stonewall Jackson” 

11. “The House Top,” “The College Colonel” 

12. “The Coming Storm,” “Formerly a Slave” 

13. “An uninscribed Monument,” “A Requiem” 

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・ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Stanton Garner. 1993. The Civil War World of Herman Melville. UP of Kansas (ISBN:0700606025) 

2. Giles Gun, ed.. 2005. A Historical Guide to Herman Melville. Oxford UP (ISBN:0195142829) 

3. Robert C. Ryan, et al. ed.. 2009. Published Poems. Northwestern UP & The Newberry Library (ISBN:9780810111127) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB140／米文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in American Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『戦争詩集』以外のメルヴィル短詩群を読む 

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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大作『白鯨』によって 19 世紀アメリカ文学の中核を占めるといっていいハーマン・メルヴィルの詩作を地道にそしてクリティカル

に読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味するこ

とができるようになります。 

 

  This seminar deals with Herman Melville’s shorter poems collected in John Marr and Timoleon. Through critical reading of the 

poems, students will develop the ability to analyze as well as integrate content and the skills to conduct accurate and objective 

surveys, and to appreciate the merits of his works. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「メルヴィル・リヴァイヴァル」から 80 年たって「メルヴィル詩のリヴァイヴァル」が動き出しました。それからはや 10 年になりま

す。メルヴィルの詩作を扱った研究も日々増えています。 

 そこで本授業では、『戦争詩集』以外の短詩群を精読し、どこがどのように「非散文的」であって「詩的」であるのかを考察しなが

ら、奇怪ともいえるメルヴィルの文業の多様な特徴を体感します。なお、遺作小説 Billy Budd掉尾におかれた詩“Billy in the 

Darbies”や未刊の作品“Immorated”も扱う予定。 

 

  The original “Melville Revival” took shape a century ago; eighty years later started the revival of Melville’s poetry. Another 

ten years has passed since then, and many critical studies of his poetry are being published every year. 

  In this seminar, we will carefully read through Melville’s shorter poems collected in John Marr and Timoleon. “Billy in the 

Darbies” originally placed in the final chapter of Billy Budd and an uncollected poem “Immorated” will also be discussed. Close 

attention will be paid to poetic, that is, unprosaic, expressions the poet dared to employ. While scrutinizing the wording and 

structure of his poems, we will experience the various features, if sometimes bizarre, of Melville’s poetical achievements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人としてのメルヴィル 

2. メルヴィル研究史略 

3. “Venice,” “In a Bye-Canal” 

4. “In a Church of Padua,” “The Archipelago” 

5. “Tom Deadlight,” “The Man-of-War Hawk,” “The Tuft of Kelp” 

6. “The Maldive Shark,” “To Ned” 

7. “The Berg (A Dream),” “The Aeolian Harp” 

8. “Pebbles,” “The Ravaged Villa,” “In a Garret” 

9. “Monody,” “Art” 

10. “Shelley’s Vision,” “Fragments of a Lost Gnostic Poem of the 12th Century” 

11. “Rose Window,” “Field Asters” 

12. “Pontoosuce” 

13. “Billy in the Darbies,” “Immorated” 

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・ディスカッション(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. Giles Gun, ed.. 2005. A Historical Guide to Herman Melville. Oxford UP (ISBN:0195142829) 

2. Hershel Parker. 2008. Melville: The Making of the Poet. Northwestern UP (ISBN:0810124645) 

3. Robert C. Ryan, et al. ed.. 2009. Published Poems. Northwestern UP & The Newberry Library (ISBN:9780810111127) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 5 - 

■JB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB143／英文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in English Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評へのイントロダクション 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな批評概念の基礎を理解する。また、英語による文学理論の言葉遣いに慣れる。 

 

To understand the basics of various critical ideas on literature. Also, to get accustomed to the wordings of literary criticism in 

English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、批評理論にずぶの素人である院生を主なターゲットにしています。すでにある程度の理論的知識のある院生にとっ

ては、おそらくすでに知っていることばかりが扱われると思いますので、その点はご理解ください。ただし、ちゃんと細部まで英語を

読めているかどうかという問題を重視する授業ですので、英語読解力の向上には役立つでしょう。 

 

イギリスの批評家 John Sutherland の 50 Literary Ideas You Really Need to Know (2011) から、毎週 2 章ずつを精読してゆき

ます。題名からも分かるとおり、 初心者向けの文学批評理論入門書ですが、精読してみると、意外にちゃんと読めていない箇所

が見つかるかもしれません。もっとも効果的な精読のため、この授業では毎回翻訳者を決め、その訳文を全員で検討・改善して

ゆくことを中心的な作業とします。 

 

The main target of this class is those graduate students whose knowledge of literary theories is as small as small can be. 

Please note that, for students who are already conversant with literary theories, the topics might not be new. However, since 

much  importance is to be given in this class to understanding intelligently written English as accurately as possible, this class 

will be of benefit to those who want to improve their critical reading skills. 

 

We will choose two articles per week from 50 Literary Ideas You Really Need to Know (2011) by the British critic John 

Sutherland. As you will see from its title, this as an introductory book on literary theories for beginners. However, those who 

think they know literary theories might, when doing a close reading, find that their ways of reading have some room for 

improvement. As the "closest" form of reading, we will engage in the practice of translation: two translators will be appointed 

each week, and everyone in the class will take part in improving the submitted translation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Mimesis/ Allegory 

3. Ambiguity/ Irony 

4. Hermeneutics/ Imagery 

5. Internationalism/ Allusion 

6. The Affective Fallacy/ Defamiliarization 

7. Narrative and Story/ Bricolage 

8. Lyric and Prosody/ Metafiction 

9. Culture/ Solidity of Specification 

10. Base Structure and Superstructure/ Structurslism 

11. The Canon/ Deconstruction 

12. Genre/ Double Bind 

13. Postmodernism/ New Historicism 

14. Post-Colonialism/ Sexual Politics 

 

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

授業で取り上げた理論が、自分の研究分野にどのように応用できるかを常に考えてください。最終レポートでは、授業で扱った理

論を 2 つ以上使って、ご自分が研究している作品について分析していただきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Sutherland. 2011. 50 Literary Ideas You Really Need to Know. Quercus (ISBN:978-1435147454) 

版元品切れのようですので、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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■JB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB144／英文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in English Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Frances Burney の Evelina を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB306 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Frances Burney (1752-1840) は、Fanny Burney という呼び名で広く知られ、18 世紀後半から 19世紀初頭にかけて多岐にわた

る活躍を繰り広げた小説家・日記作者・劇作家です。Jane Austen が Burney の小説を愛読したことはよく知られています。18 世

紀小説と 19 世紀小説のつなぎ手として、そしてまた独自の辛辣な社会観察眼を持った女性作家として、Burney は注目に値する

でしょう。この授業では Burneyの最も有名な作品 Evelina (1778) を精読し、18-19 世紀のイギリス小説歴史におけるこの作品の

位置づけを考えます。 

 

Frances Burney (1752-1840), probably better known by the name of Fanny Burney, was a novelist, diarist and dramatist whose 

prolific writing career spanned from late 18th century to early 19th century. It is widely known that Jane Austen was a great 

admirer of Burney's works. Burney is worthy of attention not only as a bridge between 18th century novels and 19th century 

novels, but also as a creative female writer with a sharp insight into contemporary society. In this class, we will make a close 

reading of Evelina (1778), her most renowned novel, and consider its place in the history of 18th-to-19th-century English 

novels. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Evelina のテクストの精読によって書簡体による語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者バーニーの社会批評

のあり方を分析します。イノセントな主人公がロンドンの社交界に足を踏み入れ、しだいに大人の女へ変身し、みずからのジェン

ダー／セクシュアリティをいかに演出するかという問題に向き合ってゆく様子が、どのような語り口によってわれわれ読者に伝えら

れるのかを考えましょう。英語における書簡体小説の開祖であるサミュエル・リチャードソンとの比較も行ないたいと思っていま

す。同時に、この「ファッショナブル」な世界を背景とする小説が、同時代の社会的・歴史的バックグラウンドとどのように結びつい

ているかという問題にも考察を広げます。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

Alongside closely analyzing the storytelling techniques in epistolary form used in Evelina, we will also delve into the themes 

presented there and how the author criticizes the society she depicts. We will consider how the innocent young heroine, when 

she steps into the social circles of London, plunges into adult womanhood and learns to perform her gender and/or sexuality, 

and how the process is conveyed to the reader. A comparison with Samuel Richardson, who gave rise to epistolary novels in 

English language, will be of interest. At the same time, we will expand our field of view and analyze the connection between this 

novel of "fashionable" world and its social/ historical backgrounds. 

 

In each class, we will appoint presenters and use their report as the starting point for the discussion. It is expected that not 

only the presenters, but all participants will proactively speak up in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Evelina 講読第 1 回 

3. Evelina 講読第 2 回 

4. Evelina 講読第 3 回 

5. Evelina 講読第 4 回 

6. Evelina 講読第 5 回 

7. Evelina 講読第 6 回 

8. Evelina 講読第 7 回 

9. Evelina 講読第 8 回 

10. Evelina 講読第 9 回 

11. Evelina 講読第 10 回 

12. Evelina 講読第 11 回 
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13. Evelina 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してください。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくようにしてください。参考文献

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Frances Burney. 2002. Evelina. Oxford World's Classics (ISBN:978-0199536931) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB145／英米文学研究方法論１ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Advanced Academic Writing for Graduate Students 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL5811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

articulate, well-researched academic presentation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

literary research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preparing to Write ‒ (1) 

1. Discussion of the course requirements 

2. Preparing to Write ‒ (2) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

3. Preparing to Write ‒ (3) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

4. Preparing to Write ‒ (4) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

5. Essay Paragraphs ‒ (1) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

6. Essay Paragraphs ‒ (2) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

7. Essay Paragraphs ‒ (3) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

8. Essay Paragraphs ‒ (4) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

9. Using and Citing Sources ‒ (1) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

10. Using and Citing Sources ‒ (2) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

11. Using and Citing Sources ‒ (3) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

12. Accuracy and Clarity ‒ (1) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

13. Accuracy and Clarity ‒ (2) 

Reading: Academic Writing Skills, Student’s Book 3. 

14. Final Academic Presentations 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will work towards the composition of a practice essay and a scholarly research essay on a topic related to their own 

area of academic interest. These essays will be revised and re-submitted for a secondary mark. This course will also involve the 

preparation and oral delivery of an academic presentation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Practice Essay (1)(30%)/Research Essay (2)(30%)/Revisions(20%)/Final Presentation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Peter Chin, et al.. 2013.  Academic Writing Skills 3 . Cambridge (ISBN:9781107611931) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英米文学研究方法論２ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 2) 

担当者名 

（Instructor） 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

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） 
EAL6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
２時限連続（隔週開講） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に、参加者が相互に啓発し合うことによって批評・批判の技術を習得します。 

 

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

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

reviewing techniques through giving critiques to one another. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

が要求されます。 

 

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

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

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

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

improve their attitude to research, research methodology and awareness of relevant issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表と討論１ 

2. 発表と討論２ 

3. 発表と討論３ 

4. 発表と討論４ 

5. 発表と討論５ 

6. 発表と討論６ 

7. 発表と討論７ 

8. 発表と討論８ 

9. 発表と討論９ 

10. 発表と討論１０ 

11. 発表と討論１１ 

12. 発表と討論１２ 

13. 発表と討論１３ 

14. 発表と討論１４ 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・授業貢献(60%)/レポート(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

発表者の準備する資料と、発表で扱う作家の作品。 

 

参考文献（Readings） 

発表者の資料にあげられている参考文献。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB147／英語学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献の読解を通じ、古英語文学や英語文献学の分野における研究の基礎を学ぶ。また、同分野において英語論文を書く

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

Acquiring reading skills in Old English and writing skills of academic English in the field of English philology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、各回のテーマに沿い、古英語文献を講読する。また、各回のテーマに合わせてあらかじめ作文してきた英文を

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

We will read the Old English texts listed below and also do some training in academic English composition.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩 Exodus 講読 1 

3. 古英詩 Exodus 講読 2 

4. 古英詩 Exodus 講読 3 

5. 古英詩 Exodus 講読 4 

6. 古英詩 Exodus 講読 5 

7. 古英詩 Exodus 講読 6 

8. 古英詩 Exodus 講読 7 

9. 古英詩 Exodus 講読 8 

10. 古英詩 Exodus 講読 9 

11. 古英詩 Exodus 講読 10 

12. 古英詩 The Seafarer 講読 1 

13. 古英詩 The Seafarer 講読 2  

14. 古英詩 The Seafarer 講読 3 

 

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

授業で読むテクストは事前に必ず良く予習しておいてください。また、各回には事前に用意した英作文も使いますので、示された

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は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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■JB148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB148／英語学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献の読解を通じ、古英語文学や英語文献学の分野における研究の基礎を学ぶ。また、同分野において英語論文を書く

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

Acquiring reading skills in Old English and writing skills of academic English in the field of English philology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、各回のテーマに沿い、古英語文献を講読する。また、各回のテーマに合わせてあらかじめ作文してきた英文を

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

We will read the Old English texts listed below and also do some training in academic English composition.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Genesis B 講読 1 

3. Genesis B 講読 2 

4. Genesis B 講読 3 

5. Genesis B 講読 4 

6. Genesis B 講読 5 

7. Genesis B 講読 6 

8. Genesis B 講読 7 

9. Genesis B 講読 8 

10. Genesis B 講読 9 

11. Genesis B 講読 10 

12.  Maxims IA 講読 1 

13.  Maxims IB 講読 2 

14. Maxims IC 講読 3 

 

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

授業で読むテクストは事前に必ず良く予習しておいてください。また、各回には事前に用意した英作文も使いますので、示された

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB149／英文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Coleridge's Juvenile and Conversation Poems 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

急進的政治活動と詩作が不可分だった初期から、3 つの超自然的物語詩とは別系統の代表作、「会話体詩」執筆へと至るイギリ

ス・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge の形成過程をたどる。 

 

This course aims to trace the process of the formation of an English Romantic poet, Samuel Taylor Coleridge, from the early 

stages when his radical political activity and poetry writing were inseparably combined with each other to the later days when 

he wrote his major works, the so-called 'conversation poems', apart from his masterpieces, the three supernatural narrative 

poems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Coleridge の政治詩から会話体の叙情詩へと至る作品を精読して詩人としての発展を跡づけ、新たな意義づけを与える読みの可

能性を探りたい。その際、最近の批評の他に、21 世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook 全集が 30年

以上の時を経て完結したのを機に、利用可能になった比較的新しい資料と参照するよう心がける。授業では、以下の授業計画に

沿って 1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

We will trace Coleridge's development as a poet by perusing his works, from the earlier political poems to the later lyrical ones 

written in a conversation style and explore the possibilities of reading to renew the significance of his poetry. When examining 

his poetry, we will frequently refer to the relatively new materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the 

notebooks (5 vols), both of which were completed in 2002 after more than thirty years, in addition to recent Coleridge criticism. 

In each class we will carefully read approximately 100 lines of poetry according to the lesson plan shown below. This plan may 

be revised slightly depending on students' wishes. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge's biography 

2. Ode', 'La Fayette', 'To William Godwin', 'To an Infant' 

3. To the Author of Poems', 'On Observing a Blossom on the First of February, 1796', 'Sonnet', 'Sonnet: Composed on a 

Journey Homeward' 

4. Ode to the Departing Year' 1 

5. Ode to the Departing Year' 2 

6. To an Unfortunate Woman at the Theatre', 'To an Unfortunate Woman, Whom the Author Had Known', 'To the Rev. George 

Coleridge' 

7. To the Nightingale' and 'Effusion XXXV' 

8. Reflections on Having Left a Place of Retirement' 

9. This Lime-Tree Bower My Prison' 

10. Frost at Midnight' 

11. The Nightingale' 

12. France. An Ode' 

13. Fears in Solitude' 1 

14. Fears in Solitude' 2 and Review 

 

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

毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 
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The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

vols を各自以下のサイトからダウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

https://archive.org/details/cu31924102776576/mode/2up 

 

参考文献（Readings） 

Coleridge 作品の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に詳細な参考文献表を配布するほか、授業中にも折に触れて紹介

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB150／英文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Coleridge's Supernatural Poems 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義を代表する詩人・批評家であると同時に阿片中毒者にして政治的転向者でもあった Samuel Taylor Coleridge

の代表作と見なされてきたいわゆる超自然的詩 3 篇について、新たな観点から抜本的読み直しを行なう。 

 

This course aims to reread thoroughly in a new light the three so-called supernatural poems, which have been regarded as the 

major works by Samuel Taylor Coleridge, who was an opium addict and convert from radical politics as well as an important 

English Romantic poet and critic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Coleridge の傑作と見なされている 3 つの超自然詩「老水夫の歌」、「クリスタベル」、「クーブラ・カン」を政治的、社会的、歴史的な

観点から抜本的に読み直し、ポスト・コロニアリズムの先にある新たな読みの可能性を探りたい。その際、春学期と同様に、最近

の批評の他に、21 世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook 全集が 30年以上の時を経て完結したのを機

に、利用可能になった比較的新しい資料と参照するよう心がける。授業では、以下の授業計画に沿って、長篇詩 2 作はそれぞれ

数回に分けて、1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に

詳しい授業計画表を配布。 

 

We will reread drastically the three supernatural poems regarded as Coleridge's masterpieces, 'The Rime of the Ancient 

Mariner', 'Christabel', 'Kubla Khan', in the light of their political, social and historical contexts and explore the possibilities of 

reading his poetry, beyond post-colonial literary criticism. As in the spring semester, when examining his poetry, we will 

frequently refer to the relatively new materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the notebooks (5 vols), 

both of which were completed in 2002 after more than thirty years, in addition to recent Coleridge criticism. In each class we 

will carefully read approximately 100 lines of poetry according to the lesson plan shown below, dividing the two longer poems 

into several parts. This plan may be revised slightly depending on students' wishes. Details will be provided in the course 

syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge's friendship 

2. The Rime of the Ancient Mariner' 1 

3. The Rime of the Ancient Mariner' 2 

4. The Rime of the Ancient Mariner' 3 

5. The Rime of the Ancient Mariner' 4 

6. The Rime of the Ancient Mariner' 5 

7. The Rime of the Ancient Mariner' 6 

8. Christabel' 1 

9. Christabel' 2 

10. Christabel' 3 

11. Christabel' 4 

12. Christabel' 5 

13. Christabel' 6 

14. Kubla Khan' and Review 

 

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

毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 
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The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

vols を各自以下のサイトからダウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

https://archive.org/details/cu31924102776576/mode/2up 

 

参考文献（Readings） 

Coleridge 作品の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に詳細な参考文献表を配布するほか、授業中にも折に触れて紹介

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB151／英文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『ヴェニスの商人』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『ヴェニスの商人』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス

期のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起する人種の問題や、初期近代における法と金融、様式の

空間化など、多様なテーマについて議論する力を涵養する。 

 

We will closely read William Shakespeare’s comedy, The Merchant of Venice, by which this course aims at cultivating students’ 

reading ability of early modern English and nourishing extensive knowledge of English Renaissance drama. The course also aims 

at improving the ability of students to discuss various aspects of the play, including race, law and finance in early modern 

England, and the spatialisation of dramatic modes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『ヴェニスの商人』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行う

個人発表に加え、毎回全員が参加するディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 なお、本授業は授業時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。 

 

We will closely read William Shakespeare’s comedy, The Merchant of Venice, in a seminar format. In the course, each week a 

student or two are required to give presentations about the assigned scene(s) of the play. At the same time, all the students 

are required to participating in the discussion based on the above-mentioned presentation. 

  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. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞とディベート（1） 

13. DVD 鑑賞とディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, ed., John Drakakis,. 2008. The Merchant of Venice. The Arden Shakespeare: Third Series (ISBN:978-

1903436813) 

 



 - 20 - 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB152／英文学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in English Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『あらし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本学期には、春学期に引き続きウィリアム・シェイクスピアの作品の中で、人種の問題を含む戯曲に取り組む。具体的には『あら

し』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス期のイングランド演劇について該博な知識を身

につけ、作品が提起する植民地主義の問題や復讐と赦しといったテーマについて論じる。 

 

In this term, following the seminar in the spring term, we will continue to read William Shakespeare’s play which deals with the 

issue of race. More concretely, we will read The Tempest. This course aims at cultivating students’ reading ability of early 

modern English and nourishing extensive knowledge of English Renaissance drama. Another aim of this course is to improve the 

ability of students to discuss various aspects of the play, including the issues of colonialism and ‘revenge and forgiveness’.  

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる戯曲『あらし』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行う個人発表

に加え、毎回全員が参加するディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 なお、本授業は授業時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。 

 

We will closely read William Shakespeare’s play, The Tempest, in a seminar format. In the course, each week a student or two 

are required to give presentations about the assigned scene(s) of the play. At the same time, all the students are required to 

participating in the discussion based on the above-mentioned presentation. 

  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. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞およびディベート（1） 

13. DVD 鑑賞およびディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, ed., Virginia Mason Vaughn and Alden T. Vaughn. 2011. The Tempest. Arden Shakespeare: Third Series 

(ISBN:978-1408133477) 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB155／英文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in English Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguro と J.M.Coetzee 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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro と J.M.Coetzeeの作品を通じて、現代文学、現代社会について考察する 

 

We will read the work of two major contemporary novelists, Kazuo Ishiguro and J. M. Coetzee, and consider the situation of 

contemporary literature and world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではまだ現役で活躍する二人のノーベル賞作家 Kazuo Ishiguro (1954-)と J. M. Coetzee(1940-)の作品を読みながら現

代世界及び現代の世界文学について考察します。日本出身でイギリスで活躍するイシグロと南アフリカ出身で現在オーストラリア

に住むクッツェーの間にはあまり接点がないように見えますが、たとえば、人間とそうでないもの（クローンや動物）の境界につい

て問う「ポストヒューマン」という枠組みで比較されるほか、現代社会における文学、芸術の位置についての考察、現代の「世界文

学」との関係など共通する要素もあります。この授業ではイシグロの新作 Klara and the Sun(2021)とクッツェーの代表作

Disgrace(1999)  を読むことを通じてそのような問題について深く考察します。関連する評論も読む予定です。 

 

In this course, we will read the work of two Nobel laureates who are still writing today:  Kazuo Ishiguro (1954-)and J. M. 

Coetzee (1940-). Ishiguro was born in Japan but has established himself in England. Coetzee is from South Africa but now lives 

in Australia. They thus seem to be very different. However, they have been compared in terms of the concept of 'posthuman' 

since both question the boundary between human and non-human (clones or animals). They both embody the conditions of 

'world literature' today and they pursue similar themes such as the status of serious art in contemporary society. In this course  

we will read Ishiguro's newest novel Klara and the Sun(2021) and Coetzee's best novel Disgrace(1999) to consider these and 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Klara and the Sun 

3. Klara and the Sun 

4. Klara and the Sun 

5. Klara and the Sun 

6. Klara and the Sun 

7. Klara and the Sun 

8. Disgrace 

9. Disgrace 

10. Disgrace 

11. Disgrace 

12. Disgrace 

13. Disgrace 

14. Disgrace 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の授業への参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2021. Klara and the Sun. Knopf (ISBN:978-1524711924) 

2. J.M.Coetzee. 2000. Disgrace. Penguin Books (ISBN:978-0140296402) 
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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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■JB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB156／英文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in English Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常性と破局 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 20 世紀の文学における日常性と破局の関係について、Virginia Woolf, Mrs Dalloway(1925)や Samuel Beckett, 

Endgame(1957)などを読むことで考察する。 

 

In this course, we will consider the relation between the everyday and catastrophe by reading Virginia Woolf's novel Mrs 
Dalloway(1925) and Samuel Beckett's play Endgame(1957). 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年 20 世紀文学の研究において日常性が大きなテーマになっています。実際、ジョイスやウルフといった代表的なモダ二ストは

新しい形で日常生活を描きました。しかし、日常性は、20 世紀においてしばしば世界大戦、ホロコースト、核戦争の脅威といった

大破局と関係を持っています。大破局を意識するからこそ日常性の意味も大きくなるという側面があるのです。この授業では第一

次世界大戦のトラウマの下で日常生活を描いたヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』、核戦争を思わせるベケットの戯曲『エ

ンドゲーム』などを題材にこうした問題を考察します。関連する批評文献も読む予定です。 

 

Nowadays everyday life is one of the important themes in the study of twentieth-century English literature. Modernists such as 

Virginia Woolf and James Joyce depicted everyday life in innovative ways. But everyday life was also connected to 

catastrophes in the twentieth century such as world wars, the Holocaust and the threat of nuclear wars. In a sense, everyday 

life becomes all the more important because of the possibilities of catastrophes. In this course we will consider this question by 

reading Virginia Woolf's novel Mrs Dalloway, which describes everyday life under the traumatic shadow of WWI and Samuel 

Beckett's play Endgame, which seems to be about the aftermath of a nuclear war. We will also read related critical essays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Mrs Dalloway 

3. Mrs Dalloway 

4. Mrs Dalloway 

5. Mrs Dalloway 

6. Mrs Dalloway 

7. Mrs Dalloway 

8. Mrs Dalloway 

9. Mrs Dalloway 

10. Endgame 

11. Endgame 

12. Endgame 

13. Endgame 

14. Endgame 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の授業への参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2009. Mrs Dalloway. Oxford (ISBN:978-0199536009) 

2. Samuel Beckett. 2009. Endgame. Faber (ISBN:978-0571243730) 
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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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■JB161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB161／米文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in American Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Literature of Obsession, Delusion, and Desire: 

Vladimir Nabokov's Lolita 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB325 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Humbert Humbert ‒ intellectual, dilettante, romantic ‒ falls madly in love with Lolita Haze, the twelve-year-old nymphet of his 

dreams and his own step-daughter. The result of this incestuous infatuation is both disgusting and divine, perverted and 

astonishing in its delicate analysis of passion. 

 

This course will investigate the taboo love affair described in Vladimir Nabokov's Lolita and the American culture of obsession, 

delusion, and desire that provides the social context and setting for the novel. 

 

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 Nabokov's Lolita 

2. the style, structure, and poetics of Nabokov's prose 

3. some of the many ways of analyzing narration and characterization 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Nabokov's Lolita 

Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading: 

[1] Introduction, biography, and chronology of Nabokov's life and major works. 

2. Lolita 

"Foreword" and PART ONE: Ch. 1~7 

3. Lolita 

PART ONE: Ch. 8~11 

4. Lolita 

PART ONE: Ch. 12~18 

5. Lolita 

PART ONE: Ch. 19~23 

6. Lolita 

PART ONE: Ch. 24~27 

7. Lolita 

PART ONE: Ch. 28~33 

8. Lolita 

PART TWO: Ch. 1~3 

9. Lolita 

PART TWO: Ch. 4~11 

10. Lolita 

PART TWO: Ch. 12~18 

11. Lolita 

PART TWO: Ch. 19~24 

12. Lolita 

PART TWO: Ch. 25~29 

13. Lolita 

PART TWO: Ch. 30~36 and "On a Book Entitled Lolita" 

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 chapters assigned 
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for the week. Students will be expected to have read the assigned chapters prior to each session. 

 

Assignments: 

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 (10-minutes) focusing on one of the topics 

discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Class Assignments(30%)/Final Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Vladimir Nabokov. 2015. Lolita. Penguin (ISBN:9780141182537) 

 

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. 

 

NOTE: Some of the material discussed during the course contains sexually explicit material and scenes describing violence. 
Student self-discretion is advised. Class discussions and seminar sessions may refer directly and/or indirectly to this content. 
 

注意事項（Notice） 
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■JB162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB162／米文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in American Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Literature of Obsession, Delusion, and Desire: 

Philip Roth’s Portnoy’s Complaint (1969) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB326 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Like Nabokov’s Lolita, Philip Roth’s shockingly candid approach to American sexuality in Portnoy’s Complaint was also banned 

and scorned for its explicit language and earnest approach to perversion. Following the thoughts and anxieties of the novel’s 

narrator and protagonist, Alexander Portnoy, this work leads the reader into the sordid world of sexual gratification and the 

sub-cultures that surround the unmentionable, the distasteful, and the morally proscribed. 

 

Continuing the analysis of American sexuality in Nabokov’s Lolita (米文学特殊研究３Ａ; 春期), this course will examine the 

“extreme sexual longings” described in Philip Roth’s  Portnoy’s Complaint and the American culture of obsession, delusion, and 

desire that provides the social environment for the novel. And as a companion to the reading of Roth’s novel, this course will 

also follow the discussions of sexuality proposed by Sigmund Freud in his Three Essays on the Theory of Sexuality (1905). 

 

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 Philip Roth’s Portnoy’s Complaint 

2. the style, structure, Yiddish slang, and poetics of Roth’s prose 

3. some of the many ways of analyzing sex and sexuality in literature 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Roth’s Portnoy’s Complaint 

Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading: 

[1] Introduction, biography, and chronology of Roth’s life and major works. 

2. Portnoy’s Complaint 

"The Most Unforgettable Character I've Met"  

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

3. Portnoy’s Complaint 

"Whacking Off" 

Freud Three Essays 
"Sexual Aberrations" 

4. Portnoy’s Complaint 

"The Jewish Blues"  

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

5. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 1) 

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

6. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 2) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 
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7. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 3) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

8. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 4) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

9. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 5) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

10. Portnoy’s Complaint 

"The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 1) 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

11. Portnoy’s Complaint 

The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 2) 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

12. Portnoy’s Complaint 

The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 3) 

Freud Three Essays 
"Transformations of Puberty" 

13. Portnoy’s Complaint 

"In Exile" 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

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 chapters assigned 

for the week. Students will be expected to have read the assigned chapters prior to each session. 

 

Assignments: 

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 (10-minutes) focusing on one of the topics 

discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Assignments(30%)/Final Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Philip Roth. 1994. Portnoy's Complaint. Vintage (ISBN:978-0679756453) 

 

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. 

 

NOTE: Some of the material discussed during the course contains sexually explicit material and scenes describing violence. 
Student self-discretion is advised. Class discussions and seminar sessions may refer directly and/or indirectly to this content. 
 

注意事項（Notice） 

■JB165 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB165／米文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in American Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トランスナショナル・アメリカ文学研究（1） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB329 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じて、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 interpretation with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Herman Melville, Israel Potter (1855)を、近年のトランスナショナル・アメリカ文学研究の枠組の中で読解する。「アメリカ」という地

理的概念を拡張するこの批評的潮流を踏まえて本作品を読解することは、「アメリカ文学」とは何か、ひいては「アメリカ」とは何

か、という根本的な問いについて考察することにつながる。 

 

この作品はさらに、人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプローチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題

意識に沿って独自の読解を目指してほしい。また、作品だけではなく代表的な批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあ

るべきかなどのプラクティカルな問題についても討議する。 

 

We will read Herman Melville's Israel Potter (1855) through the lens of transnational American literary studies, which encourages 

us to radically reconsider the configurations of American literature as a discipline and the United States as a nation.   

 

As this text allows for various approaches, each student is encouraged to find their own unique reading style that is in keeping 

with their awareness of the issues raised. In addition to Melville's text, we will also read the criticism of this work and debate 

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

 

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. 批評読解 (1) 

13. 批評読解 (2) 

14. 批評読解 (3) 

 

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

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

 

具体的には、毎週 300words ほどの英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づけ、毎回添削の上で返却する。また、学期

末レポートも英語で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

1. Herman Melville. 2008. Israel Potter. Penguin (ISBN:978-0143105237) 

 

参考文献（Readings） 

1. Yogita Goyal. 2017. The Cambridge Companion to Transnational American Literature. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107085206) 

2. Nina Morgan. 2019. The Routledge Companion to Transnational American Studies. Routledge (ISBN:978-1138058903) 

3. Carl Rollyson. 2006. Critical Companion to Herman Melville: A Literary Reference to His Life and Work. Facts on File 

(ISBN:978-0816064618) 

4. Robert S. Levine. 2013. The New Cambridge Companion to Herman Melville. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107687912) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB166／米文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in American Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トランスナショナル・アメリカ文学研究 (2) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB330 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じて、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 interpretation with a conscious understanding of the work's background, historical period, and 

literary context.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun (1860)を、近年のトランスナショナル・アメリカ文学研究の枠組の中で読解する。「アメリカ」

という地理的概念を拡張するこの批評的潮流を踏まえて本作品を読解することは、「アメリカ文学」とは何か、ひいては「アメリカ」

とは何か、という根本的な問いについて考察することにつながる。 

 

この作品はさらに、人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプローチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題

意識に沿って独自の読解を目指してほしい。 

 

We will read Nathaniel Hawthorne's The Marble Faun (1860) through the lens of transnational American literary studies, which 

encourages us to radically reconsider the configurations of American literature as a discipline and the United States as a nation.   

 

As this text allows for various approaches, each student is encouraged to find their own unique reading style that is in keeping 

with their awareness of the issues raised.  

 

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. 作品読解 (12) 

14. 学期の振り返り 

 

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

学期末レポートは英語で書くことを必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表、ディスカッションへの貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2009. The Marble Faun. Oxford University Press (ISBN:978-0199554072) 

 

参考文献（Readings） 
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1. Yogita Goyal. 2017. The Cambridge Companion to Transnational American Literature. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107085206) 

2. Nina Morgan. 2019. The Routledge Companion to Transnational American Studies. Routledge (ISBN:978-1138058903) 

3. Sarah Bird Wright. 2006. Critical Companion to Nathaniel Hawthorne: A Literary Reference to His Life and Work. Facts on File 

(ISBN:978-0816055838) 

4. Richard H. Millington. 2004. The New Cambridge Companion to Nathaniel Hawthorne. Cambridge University Press (ISBN:978-

0521002042) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB167／米文学特殊研究 ６Ａ 

(Studies in American Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
George Washington Cable 演習 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

南北戦争に南軍兵士として出征、戦後、一転して、特に南部の人種政策に対する批判的態度を表明し、それを作品化した作家

George Washington Cable の小説 John March Southerner および The Grandissimes を読み、戦後南部の歴史的状況について理
解を深めるとともに、同時代に活躍したもうひとりの「南部人」小説家 Mark Twain と比較を試みることで、歴史を小説に描くことが

はらんでいるだろう問題について考えてみましょう。 

 

The purpose of the course is to read John March Southerner andThe Grandissimes by Washington Cable, a southern novelist 

who had enlisted in 1864 for the Confederate cause and then switched his political stance drastically after the war and became 

explicit about the wrongs in the southern racial policy. We will thereby deepen our understanding of the critical history of the 

postbellum South and also of the problematic concerning literary historiography while comparing him with another contemporary 

ex-southern author, Mark Twain.     

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

section, to point out issues that others are likely to encounter, and to lead the other participants into discussing problems that 

are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家・作品の概要と授業方針の説明 

2. 『ジョン・マーチ』講読第 1 回目 

3. 『ジョン・マーチ』講読第 2 回目 

4. 『ジョン・マーチ』講読第 3 回目 

5. 『ジョン・マーチ』講読第 4 回目 

6. 『ジョン・マーチ』講読第 5 回目 

7. 『ジョン・マーチ』講読第 6 回目 

8. 『ジョン・マーチ』講読第 7 回目 

9. 『ジョン・マーチ』講読第 8 回目 

10. 『ジョン・マーチ』講読第 9 回目 

11. 『グランディシムズ家』講読第 1回目 

12. 『グランディシムズ家』講読第 2回目 

13. 『グランディシムズ家』講読第 3回目 

14. 授業内容を振り返りと最終ディスカッション 

 

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

あらかじめ作家の人生の基本的な伝記的情報を何らかの形で入手しておいてください。アメリカ南部の文化史については下記の

参考書などを用いて各自踏まえておくことを推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当授業時におけるプレゼンテーション(40%)/担当授業外におけるディスカッションへの貢献度(30%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. George Washington Cable. 1970. John March Southerner. Garrett Press (512000743) 
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2. George Washington Cable. 1988. The Grandissimes. U of Georgia P (ISBN:0820310204) 

テクストのうち特に１は入手困難が予想されます。１については事前に何らかの形で PDF版を配布いたします。２については各自

可能な版を入手してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョージ・ワシントン・ケイブル、1999、『杉山直人・里内克己訳『グランディシム一族』』、彩流社 (ISBN:4882026333) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB168／米文学特殊研究 ６Ｂ 

(Studies in American Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代南部文学演習 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀の南部文学の達成について、評価の高かった小説３冊、すなわち Jesmyn Ward, Sing, Unburied, Sing, Ron Rash, Serena
および Kevin Wilson, The Family Fang を取り上げて、それぞれの南部文学史への応答の様相について、また一方で伝統的に「南
部」的なものが現代的・ポストモダン的なものをはらんでいる可能性についても探ってみたいと思います。 

 

The purpose of the course is to appreciate the literary achievements in the 21st century US South by reading three highly 

acclaimed novels, i.e. Jesmyn Ward's Sing, Unburied, Sing, Ron Rash's Serena, and Kevin Wilson's The Family Fang, and thereby 

to explore how they try to negotiate with the rich southern literary heritages and also to reinvestigate how what has been 

regarded as traditionally "southern" could have a strange affinity with the postmodern.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なっておくことが求められます。 

 

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

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

section, to point out issues that others are likely to encounter, and to lead the other participants into discussing problems that 

are related with the general aim of this seminar.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：取り上げる作家・作品の概要と授業方針の説明 

2. Sing, Unburied, Sing 講読第 1回目 

3. Sing, Unburied, Sing 講読第 2回目 

4. Sing, Unburied, Sing 講読第 3回目 

5. Sing, Unburied, Sing 講読第 4回目 

6. Serena 講読第 1 回目 

7. Serena 講読第 2 回目 

8. Serena 講読第 3 回目 

9. Serena 講読第 4 回目 

10. The Family Fang 講読第１回目 

11. The Family Fang 講読第 2 回目 

12. The Family Fang 講読第 3 回目 

13. The Family Fang 講読第 4 回目 

14. 授業内容を振り返りと最終ディスカッション 

 

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

あらかじめ作家の人生の基本的な伝記的情報を何らかの形で入手しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当授業時におけるプレゼンテーション(40%)/担当授業外におけるディスカッションへの貢献度(30%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jesmyn Ward. 2017. Sing, Unburied, Sing. Bloomsbury (ISBN:9781408890967) 

2. Ron Rash. 2009. Serena. Ecco (ISBN:9780061470844) 

3. Kevin Wilson. 2011. The Family Fang. Picador (ISBN:9780330542746) 
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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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■JB170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB170／米文学特殊研究 ７Ｂ 

(Studies in American Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思考実験としての人種 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ文学の最重要テーマである「人種」をいかに分析し概念化していくか、その多様なアプローチ法を、主として南部作家に

よる重要作品や批評的散文、自伝の検討をとおして考察する。 

 

   This seminar aims to consider appropriate schemes of approaching to racial representations as one of the most significant 

subjects of American literary studies by analyzing modern novels, stories, critical works, and self-writings of mostly authors 

from the U.S. South. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「思考実験としての人種」と題する本講は、 人種化された黒人当事者とは違う想像的な立場から「黒人」に声を与え、その知性

や情念を擁護しようとした著作家の人種観念と表象を考察する。暴力の蔓延したジム・クロウ時代を生きた、もしくは公民権運動

の進展を目撃した作家たちが、いかなる角度から黒人の足跡を説明し、その内面を描いているか、またそうした必然的に政治的

な試みは、文学にいかなる結果をもたらしているかを考察したい。 

 Carson McCullers の小説 The Heart Is a Lonely Hunter（1940）を主要テクストとし、これを授業前半に精読する。後半には W.J. 

Cash の The Mind of the South (1929)、Lillian Smith, Lillian Hellman による黒人乳母表象、William Faulkner の公民権運動観、

Robert Penn Warren の戦後認識、Harper Lee の最近作、さらには C. Vann Woodward と Bertram Wyatt-Brown による南部史叙

述の視点を確認する。 

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

 

    This seminar, entitled as "Race as a Thought Experiment," investigates racial ideas and representations of white writers 

who attempted to give a voice to blacks as well as vindicate their intellect and passion by imagining their subject positions. The 

main topics we explore are angles of representation of blackness those authors--who lived in the violence-laden Jim Crow era, 

or witnessed the progress of the civil rights movement--have respectively undertaken and results that their inevitably political 

enterprise gave to their literary finesse. 

    The main text for this course is Carson McCuller's The Heart Is a Lonely Hunter (1940). We closely read the text in the 

first half of the class. In the second half, we will focus on a variety of works, including The Mind of the South (1929) by W.J. 

Cash, critical representations of the black nurse by Lillian Smith and Lillian Hellman, William Faulkner's view of the civil rights, 

Robert Penn Warren's understanding of the postbellum history, Harper Lee's recent novel, and the location of blackness in the 

historiography of C. Vann Woodward and Bertram Wyatt-Brown.  

    Students are encouraged to write a high-quality research paper on a theme provided by the course and eventually submit 

that to an appropriate journal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (1) 

3.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (2) 

4.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (3) 

5.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (4) 

6.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (5) 

7.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (6) 

8. W. J. Cash 

9. Lillian Smith, Lillian Hellman 

10. William Faulkner, Robert Penn Warren 

11. Harper Lee 

12. C. Vann Woodward 

13. Bertram Wyatt-Brown 

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） 

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

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

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

質問をクラスに提示し（アジェンダ・セッティング）、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自２

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、本講後半で読むテクストは各著作家の主著からの抜粋が多いが、特に発表者はできるだけ自主的に当該テクストの全貌

を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. McCullers, Carson. 2000. The Heart Is a Lonely Hunter. Penguin Classics (ISBN:978-0141185224) 

その他のテクストについては授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、1993、『メランコリック・デザイン』、南雲堂 (ISBN:978-4523292074) 

2. 後藤和彦、2005、『敗北と文学』、松柏社 (ISBN:978-4775400807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB171／米文学特殊研究 ８Ａ 

(Studies in American Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ文学とセクシュアリティ表象（１） 

――南部プア･ホワイトの諸相 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

探り，日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業の目的は，性的逸脱の主題をアメリカ文学がどのように表象してきたのか，審美的かつ政治的に再考することであり，具

体的には，プア･ホワイトの南部を描いた二人の作家に注目する。 

 アースキン・コールドウェルが扇情的に描き出す貧しい白人たちの性行動は，しばしばポルノグラフィー的であるとの批判を受け

たが，それにもかかわらず，（あるいは，それゆえに）彼の小説が絶大なる大衆的人気を誇っていたのもまた事実である。『タバ

コ･ロード』（1932 年）は，その出版後にほどなく舞台化され，当時のブロードウェイの最長上演記録を打ち立てたが，演劇界にお

けるこの圧倒的な成功を，30 年代に劇作家として創作活動を始めたテネシー･ウィリアムズが意識していなかったはずはない。た

とえば実際，初期のウィリアムズの戯曲『逃亡者たち』（1937 年）がセントルイスで上演された際，とある地元紙は，それが『タバ

コ･ロード』と「猥雑なリアリズム」を共有していると評していたし，カトリック教会から猥褻であると非難された映画『ベビイ･ドール』

（1956 年）がイタリアで封切られた際にも，それはコールドウェル作品と比較されていた。本授業では、このセンセーショナルな南

部的連続性の意味するところを考察する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

 The aim of this course is to reconsider the aesthetic as well as political implications of the ways in which sexual 

transgressions have been represented in American literature, especially in the work of Southern writers who portray the life of 

poor whites.  

   Erskine Caldwell has been often criticized for his "pornographic" depiction of poor whites' sensational sexual behavior; and 

yet his novels were extremely popular in spite of (or rather, because of) their sexual representation. Immediately after its 

publication, Tobacco Road was adapted into a stage play, which became the longest-running Broadway play at that time. It is no 

wonder that Tennessee Williams, who started his theatrical career in the 1930s, was aware of this enormous success. In fact, 

when one of Williams' earliest plays, Fugitive Kind, was produced in St. Louis in 1937, a local newspaper compared its "sordid 

realism" to Tobacco Road. Moreover, when Baby Doll (1956)--which has drawn the condemnation of the Roman Catholic 

Church--came out in Italy, the film was compared again to Caldwell's work. In this course, we will consider the significance of 

this sensational Southern continuity. 

 Moreover, please not that the English presentation by the designated presenter will be followed by a Q&A session in English 

during the first half and in Japanese during the second half of the class. Therefore, it is expected that students will proactively 

speak up in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（１） 
3. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（２） 
4. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（３） 
5. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（４） 
6. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（５） 
7. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（１） 
8. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（２） 
9. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（３） 

10. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（４） 
11. 作品の批評を読む（１） 
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12. 作品の批評を読む（２） 

13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Erskine Caldwell. 1995. Tobacco Road. U of Geortia P (ISBN:978-0820316611) 

2. Tennessee Williams. 2009. Baby Doll and Other Plays. Penguin (ISBN:978-0141190297) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

状況によっては対面に代えてオンラインで授業を実施する可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB172／米文学特殊研究 ８Ｂ 

(Studies in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ文学とセクシュアリティ表象（２） 

――ポリアモリーの諸相 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PB336 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

探り，日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業の目的は，性的逸脱の主題をアメリカ文学がどのように表象してきたのか，審美的かつ政治的に再考することであり，ポ

リアモリーの可能性を探求した二つの冷戦期小説に注目する。 

 「ポリアモリー」という用語が流通するようになったのは 1990 年代だが，ヒッピーの聖典とも呼ばれるロバート・ハインラインのＳ

Ｆ小説『異星の客』（1961 年）は，この概念を定義づけた重要な作品であるとしばしばみなされており，「嫉妬とは病であり，愛とは

健全な状態である。未熟な者はしばしば両者を混同したり，愛が強ければ嫉妬も強くなると思い込んだりする。実のところ，両者

はほとんど相容れないものなのに」という小説中の一節は、ハインラインの思想を約言するものである。しかし，文学作品に複数

恋愛の主題を描き込んだのは，ハインラインが最初だったわけではない。たとえばアナイス・ニンの『愛の家のスパイ』（1954 年）

には，穏やかに結婚していながら，数多の婚外関係を持つヒロインが描かれている。本授業はしたがって，一対一のロマンティッ

ク・ラヴを賛美するイデオロギーに抗う新たな方法論を探る試みとなる。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

 The aim of this course is to reconsider the aesthetic as well as political implications of the ways in which sexual 

transgressions have been represented in American literature, especially in the selected Cold War novels that explore the 

possibilities of polyamory. 

  Although the term "polyamory" came into being in the 1990s, Robert Heinlein's Stranger in a Strange Land (1961), a science 

fiction novel that inspired the hippie movement, is often regarded as one of the greatest inspirations that shaped the new 

concept challenging the notion of monogamy. The following passage in the novel encapsulates Heinlein's philosophy: "Jealousy 

is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the 

love, the greater the jealousy--in fact, they are almost incompatible." Heinlein, however, is not the first author to depict 

polyamorous relationships in literature. In 1954, for instance, Anais Nin's A Spy in the House of Love highlighted a peacefully 

married heroine who has multiple extramarital affairs. In this course, then, we will open up new avenues of inquiry whereby the 

monogamous ideology of romantic love may be reconsidered. 

 Moreover, please not that the English presentation by the designated presenter will be followed by a Q&A session in English 

during the first half and in Japanese during the second half of the class. Therefore, it is expected that students will proactively 

speak up in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（１） 
3. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（２） 
4. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（３） 
5. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（４） 
6. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（１） 
7. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（２） 
8. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（３） 
9. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（４） 

10. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（５） 
11. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（６） 
12. 作品の批評を読む 
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13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anais Nin. 2001. A Spy in the House of Love. Penguin (ISBN:978-0141183718) 

2. Robert A. Heinlein. 2018. Stranger in a Strange Land. Ace (ISBN:978-1984802781) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

状況によっては対面に代えてオンラインで授業を実施する可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB175／英語学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
チョーサー作品における虚構 

担当者名 

（Instructor） 
杉藤 久志(SUGITO 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） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、中英語のテクストを読む能力を身につけ、チョーサーのドリーム・ヴィジョン作品における虚構という概念を深く考

えられるようになることを目的とする。 

 

By the end of this course students will have acquired basic reading knowledge of Middle English texts and critical viewpoints 

about Chaucer's idea of fiction in his dream poems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

精読を通じて、チョーサーのドリーム・ヴィジョンが持つ虚構性などの重要なテーマを考える。また、チョーサーに影響を与えたボ

エティウス、『薔薇物語』、ダンテなどの思想・文学的背景にも触れる。 

 

In this course we will explore Chaucer's idea of fiction and other important themes by closely reading his dream poems. We will 

also draw on the literary and philosophical sources which had a large influence on Chaucer's works, mainly Boethius, Roman de 
la Rose, and Dante.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入として、受講者の知識を確認しながら、必要に応じて中英語のテクストの読み方を簡単に解説する。本講義におけるチ

ョーサーを読むうえでのテーマについて説明する。 

2. The Legend of Good Women, ll. 1-50 までを読む。 

3. The Legend of Good Women, ll. 51-100 までを読む。 

4. The Legend of Good Women, ll. 101-150 までを読む。 

5. The Legend of Good Women, ll. 151-200 までを読む。 

6. The Legend of Good Women, ll. 201-250 までを読む。 

7. The Legend of Good Women, ll. 251-300 までを読む。 

8. The Legend of Good Women, ll. 301-350 までを読む。 

9. The Legend of Good Women, ll. 351-400 までを読む。 

10. The Legend of Good Women, ll. 401-450 までを読む。 

11. The Legend of Good Women, ll. 451-500 までを読む。 

12. The Legend of Good Women, ll. 501-550 までを読む。 

13. The Legend of Good Women, ll. 551-600 までを読む。 

14. The Legend of Good Women, ll. 601-650 までを読む。 

 

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

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

すること。 

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

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Geoffrey Chaucer, Ed. Kathryn L. Lynch. 2007. Dream Visions and Other Poems. W.W. Norton & Company (ISBN:978-0-393-

92588-3) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. A.C. Spearing. 1976. Medieval Dream-Poetry. Cambridge (ISBN:978-0521290692) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB176／英語学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
チョーサー作品における虚構 

担当者名 

（Instructor） 
杉藤 久志(SUGITO HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、中英語のテクストを読む能力を身につけ、チョーサーのドリーム・ヴィジョン作品における虚構という概念を深く考

えられるようになることを目的とする。 

 

By the end of this course students will have acquired basic reading knowledge of Middle English texts and critical viewpoints 

about Chaucer's idea of fiction in his dream poems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

精読を通じて、チョーサーのドリーム・ヴィジョンが持つ虚構性などの重要なテーマを考える。また、チョーサーに影響を与えたボ

エティウス、『薔薇物語』、ダンテなどの思想・文学的背景にも触れる。 

 

In this course we will explore Chaucer's idea of fiction and other important themes by closely reading his dream poems. We will 

also draw on the literary and philosophical sources which had a large influence on Chaucer's works, mainly Boethius, Roman de 
la Rose, and Dante.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期中の読解から得たアイデアを整理し、後期授業中に参照したい批評を紹介する。これ以降の発表者は批評の内容もま

とめながら、授業中の議論を作っていくことを説明する。 

2. The Legend of Good Women, ll. 651-700 までを読む。発表者は文献報告(1)を行う。 

3. The Legend of Good Women, ll. 701-750 までを読む。発表者は文献報告(1)を行う。 

4. The Legend of Good Women, ll. 751-800 までを読む。発表者は文献報告(1)を行う。 

5. The Legend of Good Women, ll. 801-850 までを読む。発表者は文献報告(1)を行う。 

6. The Legend of Good Women, ll. 851-900 までを読む。発表者は文献報告(2)を行う。 

7. The Legend of Good Women, ll. 901-950 までを読む。発表者は文献報告(2)を行う。 

8. The Legend of Good Women, ll. 951-1000 までを読む。発表者は文献報告(2)を行う。 

9. The Legend of Good Women, ll. 1001-1050 までを読む。発表者は文献報告(2)を行う。 

10. The Legend of Good Women, ll. 1051-1100 までを読む。発表者は文献報告(3)を行う。 

11. The Legend of Good Women, ll. 1101-1150 までを読む。発表者は文献報告(3)を行う。 

12. The Legend of Good Women, ll. 1151-1200 までを読む。発表者は文献報告(3)を行う。 

13. The Legend of Good Women, ll. 1201-1250 までを読む。発表者は文献報告(3)を行う。 

14. The Legend of Good Women, ll. 1251-1300 までを読む。 

 

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

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

すること。 

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

できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業内発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Geoffrey Chaucer, Ed. Kathryn L. Lynch. 2007. Dream Visions and Other Poems. W.W. Norton & Company (ISBN:978-0-393-

92588-3) 

 

参考文献（Readings） 

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

2. A.C. Spearing. 1976. Medieval Dream-Poetry. Cambridge (ISBN:978-0521290692) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB177／英語学特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

できるようになることがこの授業の目的です。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. Distinctive properties of nouns and NPs 

3. Overview of noun classes and NP structure 

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

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

6. Singular and plural nouns 

7. Singular nouns and s-ending 

8. Non-count quantificational nouns 

9. Number agreement and selection within the NP 

10. The determiner function 

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

12. Quantification: scalar entailments and implicatures(1) 

13. Quantification: scalar entailments and implicatures(2) 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

5535975@rikkyo.ac.jp 
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注意事項（Notice） 
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■JB178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB178／英語学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

ようになることが目的です。 

 

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

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

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

grammar points is the aim here. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

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

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

4. Determiner Phrases 

5. Pre-determiner modifiers 

6. Peripheral modifers 

7. Internal dependents: Complements/Modifiers 

8. Internal dependents: Composite nominals vs compound nouns 

9. Order of elements 

10. Case: nominatives and accusatives 

11. Six types of genitive construction; Genitive pronouns 

12. Subject-determiner genitives 

13. Head and phrasal genitives 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献（Readings） 

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

 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC126／日本史演習 １ 

(Seminar in Japanese History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代王権継承試論 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代における大王・天皇権力の形成と展開を王権の継承とその変遷という視点から考察していく。 

 

I examine the formation and development of a great king, the Emperor power in the ancient times from the viewpoint called the 

succession of the sovereignty and the change. 

 

授業の内容（Course Contents） 

３世紀の卑弥呼の王権から始まって８・９世紀の交の光仁天皇・桓武天皇の時代まで、皇位継承の推移を軸に王権の変質を見

極めていく。 

 

I begin with sovereignty of Himiko of the third century and, until the times of the Emperor Konin, the Emperor Kanmu of 8.9 

centuries, ascertain a change in quality of the sovereignty centering on a change of the succession to the Imperial Throne. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（問題の所在と参考文献の紹介） 

2. 卑弥呼の王権の実像 

3. 倭の五王の王位継承 

4. 継体天皇の出自 

5. 世襲王権の形成 

6. 女性天皇の誕生 

7. 皇極・斉明女帝の時代 

8. 壬申の乱とその前後 

9. 文武皇統の形成 

10. 聖武天皇の王権構想① 

11. 聖武天皇の王権構想② 

12. 孝謙・称徳女帝の王権構想① 

13. 孝謙・称徳女帝の王権構想② 

14. 光仁天皇・桓武天皇の時代へ 

 

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

事前に史料プリントを配布するので、授業前に熟読して予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および質疑応答や議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山美都男、2007、『古代の皇位継承』、吉川弘文館 

 

参考文献（Readings） 

1. 米田雄介、2019、『令和新修 歴代天皇元号事典』、吉川弘文館 

2. 大平聡、2020、『日本古代の王権と国家』、青史出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC127／日本史演習 ２ 

(Seminar in Japanese History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世古記録の精読 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 珠紀(ENDO TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の史料の輪読、関連する先行研究の検討を通して、一次史料の読解と史料に基づいた歴史像の構築を学ぶ。 

 

Through the examination of historical documents and related previous research on the Japanese Middle Ages, students will 

acquire the ability to identify and consider issues in historical research based on historical documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世前期の古記録の輪読を行う。担当者は、担当箇所の語句や時代的背景、関連する先行研究を説明し、参加者で意見交換を

行う。講読テキストは『外記日記』を候補とするが、参加者と相談のうえ決定したい。可能であれば、博物館展示の見学などを通し

て、史料原本の雰囲気に触れていただきたい。 

 

Students will read ancient records of the early Middle Ages.The person in charge will explain the words and background of the 

assigned section, and the participants will exchange opinions. The reading text will be decided after consultation with the 

participants.If possible, we would like you to experience the atmosphere of the original historical documents by visiting museum 

exhibits. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 中世の古記録について 

3. 中世古記録の講読（１） 

4. 中世古記録の講読（２） 

5. 中世古記録の講読（３） 

6. 中世古記録の講読（４） 

7. 中世古記録の講読（５） 

8. 中世古記録の講読（６） 

9. 中世古記録の講読（７） 

10. 中世古記録の講読（８） 

11. 中世古記録の講読（９） 

12. 中世古記録の講読（１０） 

13. 中世古記録の講読（１１） 

14. 講読のまとめと振り返り 

 

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

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

にも講読の中での疑問点などを確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習内での発言など(30%)/演習での担当報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面での実施を原則とするが、適宜参加者と相談して判断する。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 56 - 

■JC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC129／日本史演習 ４ 

(Seminar in Japanese History 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本のクィア史 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕子(FUJINO 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC314 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・クィア史研究に関する研究文献・史料を読解する力を身につける。 

・クィア史研究の意義と射程、課題を理解する。 

・クィア史研究を実践する力を身につける。 

 

Students will understand the significance, potentiality and problems of the queer history, and will learn the ability to read 

literature and primary sources on the queer history, as well as the ability to conduct the research on the queer history by 

themselves. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー史と重なりあいながら、しかしジェンダー史研究の枠組みそのものをゆさぶる別個の研究領域の一つに、クィア史があ

る。本演習では、おもに戦前日本の女性同性愛に関する研究文献・史料の精読・討論を通して、クィア史研究の意義と射程、課題

を理解し、実践する力を身につけることを目的とする。 

 

The queer history is an independent research area closely related to the gender history, but shaking the research framework of 

it. Students will learn the significance, potentiality and problems of the queer history, and will acquire the ability to conduct 

research on the queer history on their own, by scrutinizing and discussing the literature and primary sources on the lesbianism 

in the prewar Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業運営に関するディスカッション 

2. 「男性史とクィア史」の検討 

3. 文献リストの検討／報告者の確定 

4. 研究文献の検討（1） 

5. 研究文献の検討（2） 

6. 研究文献の検討（3） 

7. 史料リストの検討／輪読史料の確定 

8. 史料の輪読（1） 

9. 史料の輪読（2） 

10. 史料の輪読（3） 

11. 個人報告（1） 

12. 個人報告（2） 

13. 個人報告（3） 

14. 全体討論 

 

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

（1）文献・史料リストの作成（全員） 

（2）毎回の授業で扱う文献・史料を精読し、自らの疑問点・意見をまとめる。 

（3）報告者は史料・文献の要約と調査項目をレジュメにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献リスト・報告内容・史料読解(70%)/討論への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

藤野裕子「男性史とクィア史」『第四次現代歴史学の成果と課題』績文堂、2017、『戦前期同性愛関連文献集成』第 3 巻、および

手稿史料などを使用する予定です。詳細は初回の授業でアナウンスします。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行は、受講人数や受講生の関心に応じて、その都度議論しながら決めていきたいと思いますので、授業計画に変更が

でる可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC130／日本史演習 ５ 

(Seminar in Japanese History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC315 

 

授業の目標（Course Objectives） 

屋良朝苗日記をテキストに、手書きの文書を読解する作業を通じて、一次史料の読み方を身に着け、戦後沖縄史への理解を深

める。 

 

Through reading YARA Chobyo’s diary, which is manuscript, students shall learn how to read and criticize primary historical 

sources. They will also study the postwar history of Okinawa. 

 

授業の内容（Course Contents） 

屋良朝苗日記を輪読する。担当者は人物や事件について説明し、参加者の質問に答える。また、研究者志望の学生が希望する

場合は、報告の機会を設け、論文指導を行う。 

 

Group readings of YARA Chobyo’s diary. Every student in duty must explain persons or matters described in his diary and 

answer questions from other students. This class would give a chance of presentation to students who wish to continue to 

graduate school . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

自分の担当でなくても、次回で輪読する範囲は読んでおく。また、戦後沖縄史の概説書を読んでおくことが望ましい。櫻澤誠『沖

縄現代史』（中公新書、2015 年） 沖縄を題材と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） 

出席および授業への参加（無断欠席減点,他の担当の報告に際して積極的に発言したか）(30%)/報告の内容（担当範囲の人物・

事件を調べてあるか）(30%)/翻刻の提出（清書してあるか、適切な註釈を付しているか）(40%) 

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 (978-12-102342-1) 

2. 2017、『一条の光 屋良朝苗日記』下、琉球新報社 (ISBN:978-4-89742-226-8) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC132／東洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Asian History 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA207「経営史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC325 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

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

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

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

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

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

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 62 - 

■JC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC133／東洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Asian History 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA208「経営史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC326 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

 

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

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

thinking skill. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

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

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

researches at any time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 
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注意事項（Notice） 
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■JC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC134／西洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Western History 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA213「欧州経済史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC333 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「産業」，「商人と企業」，「消費」を予定している。 

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "industry", "merchants and companies" and "consumption". 

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

3. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

4. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

5. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

6. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

7. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

8. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

9. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

10. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

11. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC135／西洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Western History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA214「欧州経済史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC334 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「知識と技術」，「研究開発と教育」「生活の質」を予定している。 

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "knowledge and technology", "R&D and education", "quality of life". 

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

3. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

4. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

5. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

6. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

7. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

8. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

9. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

10. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

11. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC143／日本史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 基郎(ENDO MOTOO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

日本中世（特に鎌倉期）の公家史料に関する輪読・検討を行う予定である。 

 

鎌倉時代の『民経記』を読む。 

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

加者全員で討議を行う。 

 

Group reading and investigation concerning historical materials from the Middle Ages of Japan 

 

Regarding of Mｉnkei ki is under consideration for this class.  

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

literature and historical materials related to the area under the reporter's  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『民経記』輪読（１） 

3. 『民経記』輪読（２） 

4. 『民経記』輪読（３） 

5. 『民経記』輪読（４） 

6. 『民経記』輪読（５） 

7. 『民経記』輪読（６） 

8. 『民経記』輪読（７） 

9. 『民経記』輪読（８） 

10. 『民経記』輪読（９） 

11. 『民経記』輪読（10） 

12. 『民経記』輪読（11） 

13. 『民経記』輪読（12） 

14. 『民経記』輪読（13） 

 

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

発表者となったものはその準備。また発表者以外も、事前にテキストに目を通し、疑問点を明確にする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、割り当てられた報告内容、討論への参加状況など(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『大日本古記録 民経記』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾上陽介、2003、『中世の日記の世界』、山川出版社 (ISBN:978-4623057788) 

2. 元木泰雄他編、2011、『日記で読む日本中世史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623057788) 

3. 五味文彦編、1998、『日記に中世を読む』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642027670) 
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4. 齋木一馬編著、1990、『古記録学概論』、吉川弘文館 (ISBN:9784642072861) 

5. 齋木一馬、1989、『古記録の研究上』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642012911) 

6. 高橋秀樹、2005、『古記録入門』、東京堂出版 (ISBN:978-4490205671) 

7. 飯倉晴武、1998、『古記録』、東京堂出版 (ISBN:978-4490203622) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 70 - 

■JC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC144／日本史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 基郎(ENDO MOTOO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

日本中世（特に鎌倉期）の公家史料に関する輪読・検討を行う予定である。 

 

鎌倉時代の『猪隈関白記』「玉蘂』の 2 つの異なる日記を読む。 

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

加者全員で討議を行う。 

 

Group reading and investigation concerning historical materials from the Middle Ages of Japan 

 

Regarding of Inokuma kanpaku-ki ando Gyokuzui is under consideration for this class.  

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

literature and historical materials related to the area under the reporter's  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『猪隈関白記』輪読（１） 

3. 『猪隈関白記』輪読（２） 

4. 『猪隈関白記』輪読（３） 

5. 『猪隈関白記』輪読（４） 

6. 『猪隈関白記』輪読（５） 

7. 『玉蘂』輪読（１） 

8. 『玉蘂』輪読（２） 

9. 『玉蘂』輪読（３） 

10. 『玉蘂』輪読（４） 

11. 『玉蘂』輪読（５） 

12. 『玉蘂』輪読（６） 

13. 『猪隈関白記』と『玉蘂』の比較検討（１） 

14. 『猪隈関白記』と『玉蘂』の比較検討（２） 

 

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

発表者となったものはその準備。また発表者以外も、事前にテキストに目を通し、疑問点を明確にする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、割り当てられた報告内容、討論への参加状況など(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『大日本古記録 猪隈関白記』、岩波書店 

2. 『大日本史料』4 編・5 編、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯倉晴武、1998、『古記録』、東京堂出版 (978-449020362288) 

2. 元木泰雄他編、2011、『日記で読む日本中世史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623057788) 
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3. 五味文彦編、1998、『日記に中世を読む』』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642027670) 

4. 齋木一馬編著、1990、『古記録学概論』、吉川弘文館 (ISBN:9784642072861) 

5. 齋木一馬、1989、『古記録の研究上』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642012911) 

6. 高橋秀樹、2005、『古記録入門』、東京堂出版 (ISBN:978-4490205671) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

東京大学史料編纂所データベース http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/db.html 

授業中に適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC145／日本史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese History 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 涼(KIMURA 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

the course will emphasize comprehension of such materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読（１） 

3. 史料もしくは論文の輪読（２） 

4. 史料もしくは論文の輪読（３） 

5. 史料もしくは論文の輪読（４） 

6. 史料もしくは論文の輪読（５） 

7. 史料もしくは論文の輪読（６） 

8. 史料もしくは論文の輪読（７） 

9. 史料もしくは論文の輪読（８） 

10. 史料もしくは論文の輪読（９） 

11. 史料もしくは論文の輪読（１０） 

12. 史料もしくは論文の輪読（１１） 

13. 史料もしくは論文の輪読（１２） 

14. 史料もしくは論文の輪読（１３） 

 

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

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

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および参加態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC146／日本史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese History 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 俊介(NAKAO SHUNSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する史料および研究論文の読解力を向上し、近世史についての理解を深めることを目標とする。 

 

The aim is to improve reading comprehension of historical materials and research papers on the history of early modern Japan, 

and to deepen understanding of early modern history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の状況によるが、史料講読・論文講読およびその組み合わせで、おもに参加者の報告をもって講義をすすめる。 

 

Depending on the participant's situation, lectures will be given mainly by the participant's report by reading historical materials, 

reading thesis, and a combination of them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料講読もしくは論文講読（１） 

3. 史料講読もしくは論文講読（２） 

4. 史料講読もしくは論文講読（３） 

5. 史料講読もしくは論文講読（４） 

6. 史料講読もしくは論文講読（５） 

7. 史料講読もしくは論文講読（６） 

8. 史料講読もしくは論文講読（７） 

9. 史料講読もしくは論文講読（８） 

10. 史料講読もしくは論文講読（９） 

11. 史料講読もしくは論文講読（１０） 

12. 史料講読もしくは論文講読（１１） 

13. 史料講読もしくは論文講読（１２） 

14. 史料講読もしくは論文講読（１３） 

 

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

課題となった史料・論文について、事前に検討することが求められる。とくに史料については、読み方・用語を事前に調べ、また文

脈を重視して解釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 74 - 

■JC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC147／日本史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese History 4A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2021.3.25 変更【変更前】火曜日(Tue) ２時限(Period 2) X101(Room) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

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

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

to advance their own research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

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

 

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

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

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

materials. 

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

research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC148／日本史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese History 4B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

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

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

to advance their own research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

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

 

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

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

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

materials. 

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

research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

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

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC149／日本史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese History 5A) 

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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ることを目指す。 

 

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

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

research problems within this. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC150／日本史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

自らの研究課題その中に位置づけることを目指す。 

 

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

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

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

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

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC151／東洋史特殊研究 １Ａ 

(Studies in Asian History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代東アジア・日本出土文字史料研究（１） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代東アジア出土文字史料を検討し、当該地域の文化・政治体制の特色を明らかにする。 

 

This course will examine excavated written materials from ancient East Asia and will elucidate the characteristics of the 

cultures and political systems in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

報告書および関連論文を輪読する。ただし、参加者の興味によって、演習内容を変更することがある。 

 

Students will engage in group reading of reports and related academic papers. However, the content of the seminar is subject to 

change according to participants' interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（１）中国 

2. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（２）日本 

3. 集安高句麗碑にかかわる研究文献の整理（３）韓国 

4. 集安高句麗碑発見の経緯（１） 

5. 集安高句麗碑発見の経緯（２） 

6. 集安高句麗碑発見の経緯（３） 

7. 集安高句麗碑の拓本写真検討（１） 

8. 集安高句麗碑の拓本写真検討（２） 

9. 集安高句麗碑の拓本写真検討（３） 

10. 集安高句麗碑字体の確認（１） 

11. 集安高句麗碑字体の確認（２） 

12. 集安高句麗碑字体の確認（３） 

13. 集安高句麗碑字体の確認（４） 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2013、『集安高句麗碑』、吉林大学出版会 (ISBN:9787560196572) 

2. 張福有、2014、『集安麻線高句麗碑』、文物出版社 (ISBN:9787501038824) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC152／東洋史特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Asian History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代東アジア・日本出土文字史料研究（2） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代東アジア出土文字史料を検討し、当該地域の文化・政治体制の特色を明らかにする。 

 

This course will examine excavated written materials from ancient East Asia and will elucidate the characteristics of the 

cultures and political systems in the region. 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代東アジア・日本出土文字史料研究（１）を継続して、集安高句麗碑関連論文を輪読する。ただし、参加者の興味によって、演

習内容を変更することがある。 

 

Continuing from Research in Excavated Written Historical Materials in Ancient East Asia and Japan (3), this class will conduct 

group readings of academic papers related to the Ji'an Goguryeo monument. However, the content of the seminar is subject to 

change according to participants' interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 集文氏論文の検討（１） 

2. 集文氏論文の検討（２） 

3. 望山氏論文の検討（１） 

4. 望山氏論文の検討（２） 

5. 張福有氏論文の検討（１） 

6. 張福有氏論文の検討（２） 

7. 張福有氏論文の検討（３） 

8. 徐建新氏論文の検討（１） 

9. 徐建新氏論文の検討（２） 

10. 魏存成氏論文の検討（１） 

11. 魏存成氏論文の検討（２） 

12. その他関係論文の検討（１） 

13. その他関係論文の検討（２） 

14. まとめ 

 

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

報告書および関連論文を紹介するレジュメを、発表前日までに用意すること。 

2013 年 1 月、中華人民共和国吉林省集安市麻線郷麻線河の西岸で前年７月に高句麗碑が発見されていたことが報道された。

この貴重な新発見に学界の反応は早く、中国では報告書が刊行され、韓国では検討会や、中国での現地調査とその成果に基づ

く研究会が開催され、日本でも新碑発見の意義と問題点を整理する国際学会が行われた。本演習では中国語論文を扱うが、参

加者は他言語の研究論文も読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014、『集安麻線高句麗碑』、文物出版会 (ISBN:9787501038824) 

 

参考文献（Readings） 

『韓国古代史研究』70「集安高句麗碑特集号」（韓国古代史学界,2013 年 7 月,公州） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 82 - 

『第九回 早稲田大学総合研究機構研究成果報告会 広開土王碑研究 130 年−集安高句麗碑発見と古代東アジア プロフィー

ル・論文・要旨』（早稲田大学総合研究機構,2013 年 11 月８日 

 

https://www.waseda.jp/inst/cro/other/2014/03/01/543/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC155／東洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA221「東洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宋元明代のユーラシアおよび海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、社会の構造および移動と交流が各社会に与え

た影響がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course aims to understand the historical impacts of "intermediate societies" including nomads, merchants, and religious 

people and effects on Chinse society through reading Chinese, Mongolian, Persian, and other language sources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は宋元明代の漢語史料を講読し、関連資料・先行研究を参照しつつ、ユーラシアおよび海域アジアの多様な社会とその

交流について考察をおこないます。 

 

In this course, we read a Han-Chinese source of the Song-Yuan-Ming period and consider the social structure of China and the 

neighbouring regions and the relationship between multiethnic societies and political power. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：宋元明代の交流史に関する史料 

2. 導論２：宋元明代の交流史に関する研究 

3. 史料講読 その１ 

4. 史料講読 その２ 

5. 史料講読 その３ 

6. 史料講読 その４ 

7. 史料講読 その５ 

8. 史料講読 その６ 

9. 史料講読 その７ 

10. 史料講読 その８ 

11. 史料講読 その９ 

12. 史料講読 その 10 

13. 考察・議論(１) 

14. 考察・議論(２) 

 

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

『島夷誌略』『諸蕃志』『瀛涯勝覧』のうち、分担したそれぞれ対応する講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこな

ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 汪大淵、1981、『島夷誌略校釋』、中華書局 

2. 趙汝适、1996、『諸蕃志校釋』、中華書局 

3. 馬歓、『瀛涯勝覧』、紀録彙編 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本勝次（訳注）、1990、『諸蕃志』、関西大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC156／東洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア史・海域アジア史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA222「東洋史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宋元明代のユーラシアおよび海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、社会の構造および移動と交流が各社会に与え

た影響がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

This course aims to understand the historical impacts of "intermediate societies" including nomads, merchants, and religious 

people and effects on Chinse society through reading Chinese, Mongolian, Persian, and other language sources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は宋元明代の漢語史料を講読し、関連資料・先行研究を参照しつつ、ユーラシアおよび海域アジアの多様な社会とその

交流について考察をおこないます。 

 

In this course, we read a Han-Chinese source of the Song-Yuan-Ming period and consider the social structure of China and the 

neighbouring regions and the relationship between multiethnic societies and political power. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論３：宋元明代の交流史に関する史料 

2. 導論４：宋元明代の交流史に関する研究 

3. 史料講読 その 11 

4. 史料講読 その 12 

5. 史料講読 その 13 

6. 史料講読 その 14 

7. 史料講読 その 15 

8. 史料講読 その 16 

9. 史料講読 その 17 

10. 史料講読 その 18 

11. 史料講読 その 19 

12. 史料講読 その 20 

13. 考察・議論(３) 

14. 考察・議論(４) 

 

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

『島夷誌略』『諸蕃志』『瀛涯勝覧』のうち、分担したそれぞれ対応する講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこな

ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 汪大淵、1981、『島夷誌略校釋』、中華書局 

2. 趙汝适、1996、『諸蕃志校釋』、中華書局 

3. 馬歓、『瀛涯勝覧』、紀録彙編 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤本勝次（訳注）、1990、『諸蕃志』、関西大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC158／東洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Asian History 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
魏晋南北朝～五代十国石刻史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
会田 大輔(AIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国の魏晋南北朝～五代十国時代に作成された石刻史料の読解を通じて、当該時代の政治・文化・社会に対する理解を深める

ことを目標とする。 

 

【2021.5.26 追記】In this class, we make it a goal to gain a further understanding of Chinese politics, society, and culture from 

the Three Kingdoms upto the Northern and Southern Dynasties through reading the historical stone inscriptions of those 

periods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国の魏晋南北朝時代～五代十国時代に作成された石刻史料のなかから、受講者の関心に応じた石刻史料を選び読解する。

その際、担当者は録文・書き下し・語釈・日本語訳を作成する。また、読解した石刻史料を利用した研究報告も行う。なお、授業内

容については、受講生と相談の上、柔軟に対応する。 

 

【2021.5.26 追記】We select and read some stone inscriptions of the Three Kingdoms, the Northern and Southern dynasties, and 

the Five Dynasties and Ten Kingdoms periods of China depending on the interests of each student. So, a student in charge 

should transcribe the text, translate it into traditional Japanese (kaki-kudashi) and modern Japanese, and annotate technical 

words. You can also report your research based on the materials you read in this class. Basically, I handle this class by 

responding flexibly to student’s requests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：中国における石刻史料の概要（１） 

2. 導論２：中国における石刻史料の概要（２） 

3. 史料講読（１） 

4. 史料講読（２） 

5. 史料講読（３） 

6. 研究報告（１） 

7. 史料講読（４） 

8. 史料講読（５） 

9. 史料講読（６） 

10. 研究報告（２） 

11. 史料講読（７） 

12. 史料講読（８） 

13. 史料講読（９） 

14. 研究報告（３） 

 

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

史料講読の担当者は、詳細なレジュメを作成すること。担当者以外も史料を読解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/研究報告(50%) 

 

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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■JC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC161／東洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Asian History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

Students will deepen their understanding of issues in Asian history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

The course will engage in reports and discussions on issues in Asian history studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本演習の進め方について説明 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC162／東洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Asian History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC322 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

Students will deepen their understanding of issues in Asian history studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

The course will engage in reports and discussions on issues in Asian history studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 91 - 

■JC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC163／東洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Asian History 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC323 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each 

session, they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of 

research, the state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC164／東洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Asian History 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC324 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each 

session, they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of 

research, the state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC165／東洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人口と歴史（Demography and History ） 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口学の観点から歴史を考察する。 

 

To study on social history from viewpoint of demography. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれ担当する国または地域を定め、その地における歴史的な変遷を人口学の視点から検討する。 

 

Each student should examine the historical transition in the area or  country which he/she selects from the perspective of 

demography . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人口と歴史の関連を検討する。 

2. 歴史人口学とは何か（その成立） 

3. 歴史人口学：イングランド 

4. 歴史人口学：近世日本 

5. 歴史人口学的研究：中国 

6. 履修者の報告（その 1） 

7. 履修者の報告（その 2） 

8. 履修者の報告（その 3） 

9. 履修者の報告（その 4） 

10. 履修者の報告（その 5） 

11. 履修者の報告（その 6） 

12. 履修者の報告（その 7） 

13. 少子高齢化と地域創成 

14. 少子高齢化と地域創生 

 

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

人口史・歴史人口学に関する書籍を１冊以上を選び、事前に予習しておくこと。 

テキストを第 5 回演習時までに読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参画度(50%)/演習における口頭発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2020、『人口の中国史』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431843-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC166／東洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深め、プレゼンテーション・文章表現の向上を図る。 

 

The course will examine the history of Asian sea areas based on historical materials. 

The course aims to deepen students' individual themes and improve their expressiveness in presentations and text. 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。特に渡海者の視点から、アジア

の歴史を見直し、新たな歴史像が構築できるか、議論を重ねながら検討する。 

あわせて、履修者の研究テーマについて、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

It will also deepen examination through readings of historical materials including Nihon ikkan, covering the period from the 

Mongol Empire to the Qing Dynasty. This course will review the history of Asia, particularly from the perspective of people who 

crossed the sea. Through discussions, it will consider the possibility of constructing a new depiction of history. 

At the same time, the course will advance presentation of ideas, examination of research literature, and comprehension of 

historical materials pertaining to students' research themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修者の史料読解 

2. 履修者の史料読解 

3. 履修者の史料読解 

4. 修士論文構想の検討 

5. 修士論文構想の検討 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 論文構成の討議 

9. 論文構成の討議 

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 『日本一鑑』の読解  

12. 『日本一鑑』の読解および修士論文の執筆に関する質疑応答 

13. 『日本一鑑』の読解および修士論文の執筆に関する相談 

14. 修士論文完成報告会 

 

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

史料読解については、報告者はもちろんのこと、それ以外の履修者も事前に準備すること。 

『日本一鑑』の翻訳原稿は、報告者が報告後に演習における質疑応答を踏まえて加筆・修正を加え、履修者全員に送付するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

3. 上田信、2018、『歴史を歴史家から取り戻せ！』、清水書院 (ISBN:978-4-389-50084-9) 

テキスト１・２は無料配布、テキスト３は著者割引にて販売します。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC167／東洋史演習 ４Ａ 

(Seminar in Asian History 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸文化継承論 

担当者名 

（Instructor） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JD181「超域文化学特殊研究」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

巨大都市江戸の文化が明治～昭和初期においてどのように評価され、捉え直されていったのかについて、歴史・民俗・美術・人

類学など多様な切り口から総合的に理解する。 

 

The course will students comprehensive understanding, how culture of the megacity Edo was evaluated and reinterpreted during 

the Meiji and early Showa periods, from various perspectives such as history, folklore, art, and anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代の江戸文化再評価に関する文献や関連する論文・展示図録などを精読しながら、アプローチ方法や分析手法を学ぶととも

に、各受講者が自分なりの問題関心から調べた関連トピックについて議論する。 

 

Students will learn the approach method and analysis method by carefully reading the literature on modern Edo culture re-

evaluation and related papers and exhibition catalogs. And discuss related topics that each student investigated from their own 

problem awareness and interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 江戸東京学について 

2. 廃仏毀釈の文化的影響 

3. 文明開化の展開 

4. 性表現の変化 

5. 東京開市三百年祭と江戸回顧の会の登場 

6. 集古会の収集活動 

7. 南北会と原胤昭 

8. 人類学者フレデリック・スタールの日本文化発見 

9. 「お札博士」フレデリック・スタールの納札活動 

10. 三越百貨店の江戸文化創出 

11. 節句人形の文化的展開 

12. 山車人形・附祭の再評価 

13. 語る江戸生まれの古老たち 

14. 継承と創出の江戸文化（講義のまとめ） 

 

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

江戸文化についての基本的理解を得ておくとともに、関連する文献や論文を積極的に収集・分析し、自分なりの知見を整理する

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(20%)/出席状況（遅刻を含む）ならびに授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西山松之助、1994、『江戸学事典 縮刷版』、弘文堂 (ISBN:4-335-25053-3) 

2. 小木新造、2003、『江戸東京学事典 新装版』、三省堂 (ISBN:4-385-15388-4) 

3. フレデリック・スタール、2007、『お札行脚 （知の自由人叢書）』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-04716-8) 

4. 岩淵令治、2014、『「江戸」の発見と商品化 大正期における三越の流行創出と消費文化』、岩田書院 (ISBN:978-4-87294-

859-2) 

5. 滝口正哉、2008、『千社札にみる江戸の社会』、同成社 (ISBN:978-4-88621-436-2) 
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6. 滝口正哉、2018、『ｖ江戸の祭礼と寺社文化』』、同成社 (ISBN:978-4-88621-788-2) 

7. 笹原亮二・福原敏男、2014、『造り物の文化史 歴史・民俗・多様性』、勉誠出版 (ISBN:978-4-585-23028-1) 

その他参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC173／西洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

 

現代考古学の理論と方法    

担当者名 

（Instructor） 
新井 才二(ARAI SAIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考古学の理論と方法の学習を通じ、過去における諸問題を考古学的視点から解決する能力を培う。また、歴史学や人類学、社

会学といった隣接分野との統合を進め、過去の人類社会を解明するための総合的な視点を養う。 

 

The objective of this course is to cultivate the ability to solve problems in the past from the viewpoint of archaeology through 

studying archaeological theories and methods. In Addition, by promoting integration with adjacent fields such as history, 

anthropology and sociology, we will develop a comprehensive perspective to elucidate past human societies.   

 

授業の内容（Course Contents） 

考古学は研究の対象とする資料や目的によって、いくつもの分野に枝分かれしている。本講義では考古学という学問における

様々な研究法を、実際の研究例に触れながら紹介する。授業ごとに異なるテーマを取り扱い、それによってどのような研究が可

能であるのか議論を行う。   

 

Archaeology branches out into various subdisciplines depending on objects and goals. In this course, various research 

methodologies in archaeology will be introduced referring previous studies. Each classes deals with different topics, and we will 

discuss to what kind of issues in the past each methods can be applied.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代考古学の理論と方法 (1)   

2. 現代考古学の理論と方法 (2)   

3. 現代考古学の理論と方法 (3)   

4. 現代考古学の理論と方法 (4)   

5. 現代考古学の理論と方法 (5)   

6. 現代考古学の理論と方法 (6)   

7. 現代考古学の理論と方法 (7)   

8. 現代考古学の理論と方法 (8)   

9. 現代考古学の理論と方法 (9)   

10. 現代考古学の理論と方法 (10)   

11. 現代考古学の理論と方法 (11)   

12. 現代考古学の理論と方法 (12)   

13. 現代考古学の理論と方法 (13)   

14. 現代考古学の理論と方法 (14)   

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. コリン・レンフルー、ポール・バーン、2007、『考古学ー理論・方法・実践ー』、東洋書林 (ISBN:9784887217157) 

2. 安斎正人編、2004、『現代考古学事典』、同成社 (ISBN:9784886212948) 

必要な資料は授業内でその都度配布を行う。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC174／西洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋古代史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋古代史料テクスト（ギリシア語）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

This course aims to enable students to read ancient historical texts/documents in Greek, with special attention to the context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

While engaging in the reading of ancient historical texts/documents, participants will deliver research reports as appropriate. 

Texts to be read will be decided in consultation with course participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（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） 

ギリシア語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC175／西洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ史における子どもと世代 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA223「西洋史特論１」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC331 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年のアメリカの歴史研究では、年齢や世代に関する分析に注目が集まっている。American Historical Review (AHR)では 2020

年 4 月号において、Chronological Ageに関する特集が組まれた。こうした研究動向を学び、その手法を身につける。 

 

This course examines recent scholarship proposing the use of chronological age as a category of analysis in American history. 

Students will learn how to discuss "age" and "generation" in historical contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読と議論を中心に進める。 

 

Students read academic works on the topic in English and discuss them in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Corinne T. Field and Nicholas L. Syrett, "Chronological Age: A Useful Category of Historical Analysis"を読む。 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. 文献購読 

 

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

指定された文献を必ず読んでからクラスに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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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■JC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC176／西洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ史における子どもと世代 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

KA224「西洋史特論２」との併置科目 

後期課程用科目コード：PC332 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年のアメリカの歴史研究では、年齢や世代に関する分析に注目が集まっている。American Historical Review (AHR)では 2020

年 4 月号において、Chronological Ageに関する特集が組まれた。こうした研究動向を学び、その手法を身につける。 

 

This course examines recent scholarship proposing the use of chronological age as a category of analysis in American history. 

Students will learn how to discuss "age" and "generation" in historical contexts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読と議論を中心に進める。 

 

Students read academic works on the topic in English and discuss them in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. 文献購読 

 

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

指定された文献を必ず読んでからクラスに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC177／西洋史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Western History 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
American Slavery 

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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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 issues in Modern Western History and their impact on society.  Students will be required to give 

presentations on assigned readings and lead class discussions. They will also analyze and answer questions on one published 

primary source. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will explore the effects of slavery on the American colonies, which later became the United States of America, 

following the attainment of independence from Great Britain in 1783. Legislation enacted in the American Republic differentiated 

American Indians and Africans from Europeans as the ideology of white supremacy flourished and became an ingrained feature 

of the society. These laws reflected the contradiction of the United States moral and philosophical ideology which valorized 

freedom on one hand and justified the enslavement of a population deemed inferior on another.  In this course students will 

give presentations on readings from the course textbook American Slavery.  They will also prepare answers for discussion 

questions on Frederick Douglass’s Narrative - an important document in the history of American slavery.  This 

autobiographical account is significant both for what it tells us about slave life and about its author.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduced and Syllabus explained 

2. The Atlantic Slave Trade 

3. Putting Slavery into Place 

4. The work of Slavery 

5. Struggles for control 

6. Surviving Slavery 

7. Taking Slavery Apart, part 1 

8. Taking Slavery Apart, part 2 and Epilogue 

9. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Preface and Chapter 1 

10. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Chapter 2 and 3 

11. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Chapter 4 and 5 

12. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Chapter 6 and 7 

13. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Chapter 8 and 9 

14. Narrative of the Life of Frederick Douglass, Chapter 10 and 11 

 

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） 

class discussions(30%)/student presentations(50%)/written work(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Heather Andrea Williams. 2014. American Slavery: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780199922680) 

2. Frederick Douglass. 2009. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave Edited with an introduction by 
Deborah E. McDowell. Oxford World's Classics (ISBN:9780199539079) 

 

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 seminar style.   

 

注意事項（Notice） 
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■JC178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC178／西洋史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Western History 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Spanish Civil War 

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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

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 Western History and their impact on the wiser world.  Students will be required to 

give presentations on assigned readings and lead class discussions. They will also analyze and answer questions on one 

published primary source. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will offer an explanation of the Spanish Civil War's complex origins and course. From 1936 to 1939 Republicans loyal 

to the Popular Front government of the Second Spanish Republic fought against a revolt by Nationalists led by a military group 

among whom General Francisco Franco played a leading role.  The Nationalists won the war, and Franco's regime, which 

envisaged itself as part of the Nazi new order, would rule Spain until his death in 1975.  The Spanish Civil War was an arena of 

social change in which both Spaniards and non-Spaniards participated alike.  George Orwell`s Homage to Catalonia is a 

personal account of his experiences and observations fighting for the POUM militia of the Republican army during the Spanish 

Civil War. The war was one of the defining events of his political outlook and a significant part of what led him to write in 1946, 

"Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for 

Democratic Socialism, as I understand it." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: the origins of Spain's civil war 

2. Rebellion, revolution, and repression 

3. Mobilise and survive: the Republic at war 

4. The making of Rebel Spain 

5. The Republic besieged 

6. Defeat and victory: the wars after the war 

7. The uses of history 

8. Introduction: George Orwell, Homage To Catalonia, Chapters 1-2 

9. Homage To Catalonia, Chapters 3-4 

10. Homage To Catalonia, Chapters 5-6 

11. Homage To Catalonia, Chapters 7-8 

12. Homage To Catalonia, Chapters 9-10 

13. Homage To Catalonia, Chapters 11-12 

14. Homage To Catalonia, Chapters 13-14 

 

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） 

class discussions(30%)/student presentations(50%)/written work(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Helen Graham. 2005. The Spanish Civil War: A Very Short Introduction. Oxford University Press (ISBN:9780192803771) 

2. George Orwell. 2013. Homage To Catalonia. Penguin Modern Classics (ISBN:978-0141393025) 

 

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.   
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注意事項（Notice） 
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■JC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC181／西洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Western History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

Students will learn to critically decipher the findings of research in history studies, with a focus on United States history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

Students are required to read assigned texts for discussions every week. The course will give students opportunities for 

individual reports, aimed at the writing of their theses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 個人研究報告（1） 

6. 演習（4） 

7. 演習（5） 

8. 演習（6） 

9. 個人研究報告（2） 

10. 演習（7） 

11. 演習（8） 

12. 演習（9） 

13. 演習（10） 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

合宿や学外ワークショップを催すことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC182／西洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Western History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀アメリカ合衆国史研究：改革運動を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
橋川 健竜(HASHIKAWA KENRYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

南北戦争前の改革運動に注目して 19 世紀アメリカ合衆国史についての理解を深める。改革運動の宗教的背景を知るとともに、

研究動向を確認し、一次資料にも触れてその特徴を学ぶ。 

 

This course focuses on nineteenth-century US history with a focus on reform movements.  Students will learn about the 

religious context of the times, the historiography on the subject, and the nature of some of the major primary sources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

南北戦争前に盛んだった社会改革運動を中心に、19 世紀アメリカ合衆国史を学ぶ。奴隷制度廃止運動が有名だが、それ以外に

も目を向ける。また、この主題に関する研究動向の把握にも力を入れ、古典的研究と近年の研究を読み比べたい。加えて、授業

の数回を一次史料を読む作業に充てる。 

 

This course examines the antebellum social reform movements in the United States, not just abolitionism but other movements 

as well.  We will learn about the historiography on the subject by reading classic landmark studies and latest treatments of the 

subject.  A few meetings will be devoted to a close reading of some sample primary sources. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業紹介 

2. キリスト教と改革運動の関係（１） 

3. キリスト教と改革運動の関係（2） 

4. 古典的先行研究を読む（１） 

5. 古典的先行研究を読む（2） 

6. いくつかの改革運動（1）：ユートピア共同体、食餌改革など 

7. いくつかの改革運動（2）：禁酒運動 

8. いくつかの改革運動（3）：奴隷制廃止運動 

9. 一次史料探索（1） 

10. 近年の研究を読む（1） 

11. 近年の研究を読む（2） 

12. 近年の研究を読む（3） 

13. 一次史料探索（2） 

14. まとめ（授業進行を踏まえた補足） 

 

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

各週の課題について予習をおこなうこと。平常点で評価するので、報告と議論への参加は極めて重視される。課題のほとんどは

英語の文献と史料なので、英語を読み通す気構えを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、報告(参加人数次第では複数回。レジュメの準備も含む)、議論への貢献のあり方(100%) 

出席、報告、議論への参加を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森本あんり、2015、『反知性主義』、新潮社 (ISBN:9784106037641) 

2. Child, Lydia Maria. 1996. An Appeal in Favor of That Class of Americans Called Africans. University of Massachusetts Press 

(ISBN:9781558490079) 

3. Johnson, Paul E.. 1978. A Shopkeeper's Millennium: Society and Revival in Rochester 1815-1837. Hill and Wang 

(ISBN:0809086549) 

授業履修者の関心も踏まえて教材を決定する。19 世紀の一次史料については、資料集のほか、当時の原本を電子版で入手し

て用いる。 
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参考文献（Readings） 

1. Walters, Ronald. 1997. American Reformers, 1815-1860. HIll and Wang (ISBN:9780809015887) 

2. Howe, Daniel Walker.. 2007. What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848. Oxford University Press 

(ISBN:9780195078947) 

3. Shankman, Andrew, ed.. 2014. The World of the Revolutionary American Republic: Land, Labor, and Conflict for the Continent. 

Routledge (ISBN:9780415537087) 

参考文献については適宜授業中に補足する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

平常点で評価するので、出席と報告、議論への参加が極めて重視される。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC183／西洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
赤江 雄一（AKAE YUICHI） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

This course aims to enable students to understand western medieval historical materials in Latin, with special attention to their 

context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

In the course participants examine western medieval Latin sources and make working presentations of their research. 

Participants will be consulted in determining the text to be dealt with in the course.  

 

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 

7. 演習 6 

8. 演習 7 

9. 演習 8 

10. 演習 9 

11. 演習 10 

12. 演習 11 

13. 演習 12 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC184／西洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
赤江 雄一（AKAE YUICHI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

This course aims to enable students to understand western medieval historical materials in Latin, with special attention to their 

context. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

 

In the course participants examine western medieval Latin sources and make working presentations of their research. 

Participants will be consulted in determining the text to be dealt with in the course.  

 

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 

7. 演習 6 

8. 演習 7 

9. 演習 8 

10. 演習 9 

11. 演習 10 

12. 演習 11 

13. 演習 12 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC185／西洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読と研究発表 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

研究能力を高める。  

 

Students learn necessary academic skills as to Western history studies, focusing on modern and contemporary British history 

studies. Through this, they enhance their research abilities, including finding research question, academic presentation, 

academic paper writing and discussion  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なる発展の可能性を探る。  

 

As a general rule, this course requires students in a series of seminars to present a research report based on their personal 

academic interests. In doing so, it also requires other participating students to pose questions and comments in an academic 

manner, which would contribute to further development of research.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction  

2. 個別報告１  Presenting a paper 

3. 個別報告 2  Presenting a paper 

4. 個別報告 3  Presenting a paper 

5. 個別報告 4  Presenting a paper 

6. 個別報告 5  Presenting a paper 

7. 個別報告 6  Presenting a paper 

8. 個別報告 7  Presenting a paper 

9. 個別報告 8  Presenting a paper 

10. 個別報告 9  Presenting a paper 

11. 個別報告 10 Presenting a paper 

12. 個別報告 11 Presenting a paper 

13. 個別報告 12 Presenting a paper  

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

研究発表のための調査・分析を入念に行ってから授業に臨むこと。 

Students need to conduct research into their subjects to present a paper in class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論の参加度(50%)/レジュメの提出((50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC186／西洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史の文献購読と研究発表 

担当者名 

（Instructor） 
石橋 悠人(ISHIBASHI YUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

研究能力を高める。 

 

Students learn necessary academic skills as to Western history studies, focusing on modern and contemporary British history 

studies. Through this, they enhance their research abilities, including finding research question, academic presentation, 

academic paper writing and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

なる発展の可能性を探る。  

 

As a general rule, this course requires students in a series of seminars to present a research report based on their personal 

academic interests. In doing so, it also requires other participating students to pose questions and comments in an academic 

manner, which would contribute to further development of research.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Introduction   

2. 個別報告１ Presenting a paper  

3. 個別報告 2 Presenting a paper  

4. 個別報告 3 Presenting a paper 

5. 個別報告 4 Presenting a paper  

6. 個別報告 5 Presenting a paper  

7. 個別報告 6 Presenting a paper  

8. 個別報告 7 Presenting a paper 

9. 個別報告 8 Presenting a paper 

10. 個別報告 9 Presenting a paper  

11. 個別報告 10 Presenting a paper  

12. 個別報告 11 Presenting a paper  

13. 個別報告 12 Presenting a paper 

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。  

 

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

研究発表のための調査・分析を入念に行ってから授業に臨むこと。 

Students need to conduct research into their subjects to present a paper in class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメの提出(50%)/討論の参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC191／史学史 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC341 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「史料解釈の方法論」を予定しているが、テーマ

や課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the 

academic discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the 

basis of present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies 

research within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of 

historical studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' 

own narrowly-defined specialties. 

 Specifically, the course will look at a number of classics and recent works on set themes in each semester, and will proceed 

through the preparation of outlines by the person in charge followed by discussions of these. Although "Methodologies for 

Interpretation of Historical Materials" is planned as the theme for the spring semester, the theme and the subject books will be 

decided in the first session in consultation with the course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

All the participants of the course should read the assigned pensum every week,  



 - 117 - 

Participants also in should also prepare the presentation summary of the pensum in turn.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリオット，J. H.、2017、『歴史ができるまで――トランスナショナル・ヒストリーの方法』、岩波書店 (ISBN:978-4000292023) 

2. 恒木健太郎・左近幸村（編）、2020、『歴史学の縁取り方―フレームワークの史学史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-

026267-5) 

3. 鶴島博和・春田直紀（編）、2008、『日英中世史料論』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818819924) 

4. バーク，P.、2007、『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』、中央公論美術出版 (ISBN:978-

4805505489) 

5. ギンズブルク，C.、2012、『チーズとうじ虫 ― 16 世紀の一粉挽屋の世界像』、みすず書房 (ISBN:9784622083504) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC192／史学史 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PC342 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

う。 

 

By looking at both classical and recent literature on important themes in historiography, the course will lay the foundations of a 

methodology for interpreting historical theories and historical materials. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

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

テーマや課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

In the class, graduate students who are beginning research at the graduate school will deepen their understanding of the 

academic discipline of historical studies itself, through detailed readings of the classics and fundamental writings that form the 

basis of present-day historical studies. The goal is to make students more aware of the positioning of their own history studies 

research within historiography. In addition, it is hoped that students will acquire a footing that views the academic discipline of 

historical studies from a broad perspective, through dialog and discussions with other course takers from outside the students' 

own narrowly-defined specialties. 

 Specifically, the course will look at a number of classics and recent works on set themes in each semester, and will proceed 

through the preparation of outlines by the person in charge followed by discussions of these. Although "Nations and 

Nationalism" is planned as the theme for the fall semester, the theme and the subject books will be decided in the first session 

in consultation with the course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

All the participants of the course should read the assigned pensum every week,  
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Participants also in should also prepare the presentation summary of the pensum in turn.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. スミス、2018、『ナショナリズムとは何か (ちくま学芸文庫) 』、筑摩書房 (ISBN:978-4480098733) 

2. E. ゲルナー、2000、『民族とナショナリズム』、岩波書店 (ISBN:978-4000021968) 

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

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

5. シャーマン，J.、2021、『〈弱者〉の帝国』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-005373-3) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

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） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（JC701） 

後期課程用科目コード：PC301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けてテーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for setting themes and of advancing research in the writing of their 

master's degree theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

First-year students will deliver research reports on the setting of themes while second-year and higher students will deliver 

research reports on themes already established. Students will then receive guidance, following questions and answers among 

the course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be determined in 

the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

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） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（JC702） 

後期課程用科目コード：PC302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて研究の進め方について理解を深める。 

 

Students will deepen their understanding of methods for advancing research aimed at the writing of their master's degree 

theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める。 

 

First-year students will deliver research reports on themes already established while second-year and higher students deliver 

conceptual presentations on their master's degree theses. Students will then receive guidance, following questions and answers 

among the course faculty members and participants. Each participant will deliver one presentation, on a schedule to be 

determined in the first session. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD151／地域社会研究方法論 Ａ 

(Method of Area Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

すかを具体的に検討する。 

 

  From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting 

regional research, and will specifically examine how to put those into practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

ならず出席すること。 

 

  In the class, students will deliver presentations in line with their interests and current research themes. Multiple related 

faculty members and all graduate students in the course will attend to comment and engage in discussions. Presenters will be 

expected to demonstrate persuasiveness in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., 

so that presentations will conform to oral presentations in academic meetings or study groups. 

  The order of students' presentations will be determined with consideration of the introduction of faculty graduation theses by 

new graduate students, the schedules of students planning to write master's theses this academic year, field work schedules, 

the schedules of the research meets of academic societies, etc. Students are expected to attend the first session, as the 

presentation schedule for the semester (and partially for the year) will be decided. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD152／地域社会研究方法論 Ｂ 

(Method of Area Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

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） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PD302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

 

From human geography, cultural anthropology, and related disciplines, students will learn methodologies for conducting regional 

research, and will specifically examine how to put those into practice. Graduate students who took Method of Area Studies A in 

the spring semester continue on to this class to deepen their studies. Therefore, students expected to continue on to this 

course from Method of Area Studies A in the spring semester. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

Course takers will deliver presentations on their current research themes of interest. Multiple related faculty members and all 

graduate students in the course will attend to engage in discussions. Presenters will be expected to demonstrate 

persuasiveness in the presentation of materials, assembly of main points, positioning of research, etc., so that presentations will 

conform to oral presentations in academic meetings or study groups. Adjusting the class schedule as required, the course will 

aim to enhance the content of students' master's degree theses, submissions to academic journals, and presentations in study 

groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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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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■JD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD155／地理学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
村上 薫(MURAKAMI KAORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、トルコを中心的事例として、新興国で進行する社会的排除の諸現象について基礎的な知識を得るとともに、分

析の方法と視点を学ぶことにある。 

 

The aim of this course is to help students acquire a basic understanding of social exclusion in emerging countries and learn 

methods and perspectives for analyzing this phenomenon based mainly on a case study in Turkey. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、トルコおよびその他の新興国における社会的排除の事例について文献を精読し、討論する。 

 

In this course, we will review the literature associated with social exclusion in Turkey and other emerging countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読とディスカッション 

3. 文献講読とディスカッション 

4. 文献講読とディスカッション 

5. 文献講読とディスカッション 

6. 文献講読とディスカッション 

7. 文献講読とディスカッション 

8. 文献講読とディスカッション 

9. 文献講読とディスカッション 

10. 文献講読とディスカッション 

11. 文献講読とディスカッション 

12. 文献講読とディスカッション 

13. 文献講読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） 

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講生の関心に応じて、授業内で相談しながら決める 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD156／地理学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域研究において重要なツールである、地図の作成方法を教授する。 

講義内では GIS(地理情報システム)ソフトウェアを利用して演習し、 

研究課題の遂行に必要な地図を作成する能力を獲得することを目標とする。 

 

This lecture teaches the making method of the map which is an important tool in the area study. 

In the lecture, you will practice using GIS (Geographic Information System) software.  

The course objectives is to acquire the ability to create the maps necessary to carry out the research project. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では地図や地理情報システム(GIS)に関する基礎的事項を学んだ後， 

フリーGIS ソフト「qGIS」または学内で利用できる「ArcGIS」を用いて， 

GISを用いてさまざまな地理空間情報の分析や利活用に取り組みます． 

 なお受講生の人数や進度により，若干前後する場合もあります． 

 

In this lecture, after learning the basics of maps and geographic information systems (GIS), we will use "qGIS" or "ArcGIS" to 

analyze and utilize various geospatial information using GIS. 

It may be slightly different depending on the number of students and progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地図と GIS 

2. 地図投影法と地図表現 

3. 地理空間情報の取得と作成 

4. 空間データの構造と視覚化 

5. GISによる距離・面積の測定 

6. アドレスマッチングによる住所データの地図化 

7. 紙資料のジオリファレンスによる現在の地図との重ね合わせ 

8. 紙資料を基にしたベクトルデータの作成 

9. 空間分割による空間分析 

10. GISによる空間検索と属性検索 

11. バッファリングと属性結合による空間分析 

12. 地形データの入手と地形表現 

13. 研究課題に関する主題図の検討 

14. 研究課題に関する主題図の作成 

 

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

 私有の PCに qGIS(長期リリースリポジトリ)などをインストールし，授業内容の予習・復習を積極的に行うよう努めて下さい． 

 (qGIS長期リリースリポジトリのインストールはこちらから→ https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html ) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の作業課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 浦川豪、2015、『GISを使った主題図作成講座』、古今書院 (ISBN:9784772241878) 
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2. 今木洋大・岡安利治、2015、『QGIS入門（第 2 版）』、古今書院 (ISBN:9784772231725) 

3. 谷謙二、2018、『フリーGIS ソフト MANDARA10 入門』、古今書院 (ISBN:9784772281188) 

4. 朝日孝輔・大友翔一・水谷貴行・山手規裕、2019、『統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 - オープンデータ

＋ＱＧＩＳ （改訂新版）』、技術評論社 (ISBN:9784297103170) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD159／文化人類学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 1A) 

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） 
佐藤 志乃(SATO SHINO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本美術についての文献資料を読み、理解する力をつける。 

また、文献の講読を通じて、その時代特有の精神や感情をイメージする。 

 

Students will read carefully and understand historical materials on modern Japanese Art. 

It is our purpose that, through these materials, we try to image the spirit and energy shown in that era. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国をあげて近代化を推し進めた明治期。特に、美術界における「日本画」形成の過程は、近代国家日本が歩んだ道そのものであ

った。 

この講座では、西洋化を経て、日本のアイデンティティー構築へと邁進した美術界の動きに注目する。 

 

During the Meiji era, the modernization was accomplished by the efforts of the whole nation. In particular, formation of NIHON-

GA can be seen as a symbol of the route along which the modern nation of Japan progressed. 

This course will trace the artistic evolution from westernization to the construction of Japanese national identity. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要、史料の紹介など。 

2. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

3. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

4. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

5. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

6. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

7. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

8. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

9. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

10. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

11. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

12. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

13. 史料の講読と、これについての考察、議論。 

14. まとめ 

 

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

授業で用いる史料を事前に読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料の講読(70%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

授業にて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD163／文化人類学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族誌 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、文化人類学の学説史や研究動向、民族誌を精読することで、これまでの研究が何を問題として取り上げてき

たのかを整理し、自らの新たな知見を見出すための糸口とすることである。 

 

The goal of this class is to read the academic histories, research trends, and ethnographies of cultural anthropology to help 

students sort out what issues have been addressed in previous studies and to provide clues to find their own new insights. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を文化と社会の側面から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。この授業では民族誌を書くための第一歩として文化人類学の研究方法と視点について文献の精読を通し

て学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて授業内で相談しながら決定する。  

 

Cultural anthropology is a discipline that aims to understand the various "others" living on the earth in terms of culture and 

society. Its main feature is to think empirically about different cultures and societies and to write ethnographies based on the 

method of fieldwork (participant observation). This work means simultaneously relativizing the dominant values of the societies 

in which we live as well as considering human universality. In this class, you will learn about research methods and perspectives 

in cultural anthropology through a reading of the literature as a first step to writing an ethnography. The readings and the 

content of the lecture will be determined by consultation within the class according to the interests of the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献の講読 

3. 文献の講読 

4. 文献の講読 

5. 文献の講読 

6. 文献の講読 

7. 文献の講読 

8. 文献の講読 

9. 文献の講読 

10. 受講生の研究発表 

11. 受講生の研究発表 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第 1 回授業時に決定する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD164／文化人類学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Cultural Anthropology 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族誌 

担当者名 

（Instructor） 
横田 浩一(YOKOTA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、文化人類学の学説史や研究動向、民族誌を精読することで、これまでの研究が何を問題として取り上げてき

たのかを整理し、自らの新たな知見を見出すための糸口とすることである。 

 

The goal of this class is to read the academic histories, research trends, and ethnographies of cultural anthropology to help 

students sort out what issues have been addressed in previous studies and to provide clues to find their own new insights. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化人類学は、地球に生きる様々な「他者」を文化と社会の側面から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。この授業では民族誌を書くための第一歩として文化人類学の研究方法と視点について文献の精読を通し

て学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて授業内で相談しながら決定する。  

 

Cultural anthropology is a discipline that aims to understand the various "others" living on the earth in terms of culture and 

society. Its main feature is to think empirically about different cultures and societies and to write ethnographies based on the 

method of fieldwork (participant observation). This work means simultaneously relativizing the dominant values of the societies 

in which we live as well as considering human universality. In this class, you will learn about research methods and perspectives 

in cultural anthropology through a reading of the literature as a first step to writing an ethnography. The readings and the 

content of the lecture will be determined by consultation within the class according to the interests of the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献の講読 

3. 文献の講読 

4. 文献の講読 

5. 文献の講読 

6. 文献の講読 

7. 文献の講読 

8. 文献の講読 

9. 文献の講読 

10. 受講生の研究発表 

11. 受講生の研究発表 

12. 受講生の研究発表 

13. 受講生の研究発表 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第 1 回授業時に決定する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査演習 Ａ 

(Regional Surveys A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5630 

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。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

地域社会調査研究Ａ（春学期）の受講者は、続けて地域社会調査研究 B（秋学期）を受講し、同じ調査地での本調査を実施して

報告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） 

 

 

  



 - 139 - 

■JD168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査演習 Ｂ 

(Regional Surveys B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5630 

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） 

地域社会調査演習 A（春学期）の予備調査の結果をふまえて、夏期休業もしく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)） 
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この授業は、地域社会調査演習 A（春学期）の事前学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。「その他登録」であ

り、春学期の地域社会調査演習 Aの初回授業時に地域社会調査演習 Aおよび Bの履修申請をする必要がある。 履修希望者

は春学期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。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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■JD169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD169／地理学演習 １Ａ 

(Seminar in Geography 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1B. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD170／地理学演習 １Ｂ 

(Seminar in Geography 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

The course will enhance students' understanding of fundamental theories and methods of geography, the findings of previous 

research, etc. through research presentations and general discussions by participants. In addition, students will learn logical and 

technical methods related to the writing of research papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，地理学演習 1A とともに受講することが望ましい。 

 

Through research presentations and general discussions by participants in line with their own interests and awareness of issues, 

the course aims to improve students' capabilities for fieldwork-based geographical research and for writing research papers. 

Due to the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Geography 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

各自の問題意識や興味関心に従い，関連の学術論文や研究書などを渉猟して、鋭意文献研究を進めておくこと。また、毎時の授

業で指摘された課題については、次回の授業までに改善をはかること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD171／地理学演習 ２Ａ 

(Seminar in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

く。  

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

る諸問題を考察する。  

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

科目の性格上、秋学期「地理学演習２Ｂ」も併せて受講することが望ましい。  

 

できる限り対面授業とするが、状況の悪化によりオンライン化を選択せざるを得ない場合、電話による個別指導の形態を採ること

がある。 
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注意事項（Notice） 
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■JD172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD172／地理学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

く。  

 

Primarily from the perspective of Area Studies, students will deepen their concern on contemporary issues in the world or in 

Japan, analyze them, and refine methods to explain and describe them logically.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

る諸問題を考察する。  

 

Discussions will be based on reports, presentations, or reading of shared texts in line with students' issues of interest. In 

particular, the course will consider the problems proper to societies that have suffered colonization since the 15th century.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

科目の性格上、春学期「地理学演習２Ａ」も併せて受講することが望ましい。  

 

できる限り対面授業とするが、状況の悪化によりオンライン化を選択せざるを得ない場合、電話による個別指導の形態を採ること

がある。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 149 - 

■JD173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD173／文化人類学演習 １Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、文化人類学の理論書または民族誌の精読を通じて、人類学の学説史と理論を学び、自身の研究と関連付けて

問いを深化させることである。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 study the history and theories of anthropology. Students will learn how to relate their concern or research 

topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学者の職人仕事は、フィールドワークによって観察された局地的な事実の中に、人類に共通する広く普遍的な原理を見つけ

出すことである。そのために、調査対象となる社会に没入し、自身の思考枠組みを解体しながら、新たな現実のありかたを民族誌

の記述によって構築する。本講義では、既存の思考枠組みを批判的に検討するための視点と、文脈や地域を越えて人類の普遍

性を検討する技法を、民族誌または理論書の精読を通じて学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応じて、

授業内で相談しながら決定する。 

 

Anthropological work is to elucidate universal principles common to human beings from the local facts observed by fieldwork. 

For this purpose, anthropologists immerse themselves in the local societies, disassembling their own thinking frameworks, and 

constructing a new way of reality based on ethnographic descriptions. In this class, we will learn the viewpoint of deconstructing 

our analytical frameworks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生の研究紹介 

3. 民族誌または理論書の読解と議論（１） 

4. 民族誌または理論書の読解と議論（２） 

5. 民族誌または理論書の読解と議論（３） 

6. 民族誌または理論書の読解と議論（４） 

7. 民族誌または理論書の読解と議論（５） 

8. 民族誌または理論書の読解と議論（６） 

9. 民族誌または理論書の読解と議論（７） 

10. 学生による研究発表（１） 

11. 学生による研究発表（２） 

12. 学生による研究発表（３） 

13. 学生による研究発表（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキストを精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD174／文化人類学演習 １Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目標は、民族誌や人類学の理論書の精読を通じ、他者の社会を描く技法を学び、自身の研究の問いを深化させること

である。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 study the history and theories of anthropology. Students will learn how to relate their concern or research 

topic to anthropological theories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学者の職人仕事は、フィールドワークによって観察された局地的な事実の中に、人類に共通する広く普遍的な原理を見つけ

出すことである。そのために、調査対象となる社会に没入し、自身の思考枠組みを解体しながら、新たな現実のありかたを民族誌

の記述によって構築する。本講義では、既存の思考枠組みを批判的に検討するための視点と、文脈や地域を越えて人類の普遍

性を検討する技法を、民族誌をはじめとする文献の購読を通じて学ぶ。ただし、輪読文献や講義内容は、受講生の興味関心に応

じて、授業内で相談しながら決定する。 

 

Anthropological work is to elucidate universal principles common to human beings from the local facts observed by fieldwork. 

For this purpose, anthropologists immerse themselves in the local societies, disassembling their own thinking frameworks, and 

constructing a new way of reality based on ethnographic descriptions. In this class, we will learn the viewpoint of deconstructing 

our analytical frameworks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 民族誌の読解と議論（１） 

3. 民族誌の読解と議論（２） 

4. 民族誌の読解と議論（３） 

5. 民族誌の読解と議論（４） 

6. 民族誌の読解と議論（５） 

7. 民族誌の読解と議論（６） 

8. 民族誌の読解と議論（７） 

9. 民族誌の読解と議論（８） 

10. 学生による研究発表（１） 

11. 学生による研究発表（２） 

12. 学生による研究発表（３） 

13. 学生による研究発表（４） 

14. まとめ 

 

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

毎回の授業で指定するテキスト（民族誌）を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(60%)/発表準備(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD175／文化人類学演習 ２Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
池口 明子(IKEGUCHI 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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，自然環境や資源利用と社会組織形成の関係に関する人類史的な議論をおこない，その視角を批判的に考察する

こと目標とする． 

 

This seminar aims to discuss the framework to understand the role of biophysical environment in shaping human society 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェームズ・C・スコット著，立木勝訳（2020）『反穀物の人類史』を輪読し，著者の視点や方法，資料を批判的に検討する．毎回の

報告担当者を決めて，担当者は担当章の要点をまとめてレジュメを作成し，論点を提示する．参加者は該当箇所を批判的に読ん

だうえで議論に参加する． 

 

The participants read critically the chapters in Scott, J.C. "Against the grain" 2017 and discuss significance, applicability, and 

accountability of the framework. The reporter prepares a resume for each seminar which should includes the points for 

discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 報告１と議論 

3. 報告２と議論 

4. 報告３と議論 

5. 報告４と議論 

6. 報告５と議論 

7. 報告６と議論 

8. 報告７と議論 

9. 報告８と議論 

10. 報告９と議論 

11. 報告１０と議論 

12. 報告１１と議論 

13. 報告１２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） 

参加者は議論に先立って本を読んでおくこと．発表担当者は当日までにレジュメを作成して参加者に配布すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論の準備(50%)/議論の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・C・スコット、2019、『反穀物の人類史』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08865-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD176／文化人類学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

Students will learn and put into practice methodologies for research from cultural-ecological and ecological-anthropological 

points of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学および関連する学問分野の方法論について国内外の論文を精

読し，問題設定，方法，分析手法を学ぶ。 

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

の研究の構想を行う。 

 

Students will engage in careful reading of research papers from Japan and from abroad on the methodologies of cultural ecology 

and ecological anthropology in order to discover and resolve issues in the field, and will learn about methods for analyzing and 

setting issues. 

Participants will examine academic journal articles and basic technical documents, will divide these up and carry out 

presentations every session, and will design their own research from the fundamentals of their research fields. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の発展と研究整理１／文献紹介と説明 

2. 研究課題の発展と研究整理２／各自の発表と議論 

3. 研究課題の発展と研究整理３／同上 

4. 関連分野の分析方法の応用１／文献紹介と説明 

5. 関連分野の分析方法の応用２／各自の発表と議論 

6. 関連分野の分析方法の応用３／同上 

7. 研究史の再構築１／文献紹介と説明 

8. 研究史の再構築２／各自の発表と議論 

9. 研究史の再構築３／同上 

10. 課題論文発表１／文献紹介と説明 

11. 課題論文発表２／各自の発表と議論 

12. 課題論文発表３／同上 

13. まとめと今後の展望１／同上 

14. まとめと今後の展望２／同上 

 

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

専門論文を多く読み自らの研究史を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JD177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD177／超域文化学演習 １Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultura Studies 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each 

session, they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of 

research, the state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD178／超域文化学演習 １Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

 Students will acquire the ability to organize and examine research findings and historical materials on Islamic architectural 

history and theories of architectural culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

 Students will engage in reading of literature on Islamic architectural history and theory of architectural culture. In each 

session, they will engage in a discussion of a report by a designated reporter, and deepen their understanding of the history of 

research, the state of recent research, and readings of historical materials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD179／超域文化学演習 ２Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

告・発表などにより、論文作成やプレゼンテーションの訓練も行なう。 

 

The course aims to provide participants with fundamental knowledge concerning their areas of interest in East Asian 

performance. Training for research paper production and presentation will also take place through collection of materials, 

analysis, reporting, and presentations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

域文化学演習 2B も併せて受講することが望ましい。 

 

Participants will perform collection and analysis of literature and materials relevant to their subjects of interest, and will deliver 

reports on the attributes of the subject matter and on their consideration of underlying society and people's lifestyles. While 

classes will center on students' own reports and overall discussion, the course will also provide opportunities to perform 

reading, analysis, and critique of literary materials shared by all, as well as theater appreciation and dramatic criticism. Due to 

the nature of the subject, students are recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural 

Studies 2B in the fall semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・ディスカッションの内容(80%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業は対面式で行うが、新型コロナウイルスなどの状況に応じてオンラインに切り替える可能性がある。その場合は事前に

Blackboardなどを通じて連絡するので、注意してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD180／超域文化学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

料・データの収集・分析などを行う。 

 

Participants will set themes according to their own interests in East Asian performance, research these in detail, and engage in 

the collection and analysis of materials and data required for the writing of a research paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

格上、春学期の超域文化学演習 2Aに引き続き受講することが望ましい。 

 

Participants will investigate prior research and collect and analyze materials and data concerning the themes they have set, 

within the category of East Asian performance. Through their own research reports, presentations, and general discussions, 

students will deepen their own research and learn techniques for writing research papers. Due to the nature of the subject, 

students are recommended to take the course together with Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A in the spring 

semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・授業は対面式で行うが、新型コロナウイルスなどの状況に応じてオンラインに切り替える可能性がある。その場合は事前に

Blackboardなどを通じて連絡するので、注意してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD181／超域文化学特殊研究 

(Studies in Interdisciplinary Cultural Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
江戸文化継承論 

担当者名 

（Instructor） 
滝口 正哉(TAKIGUCHI 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） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
JC167「東洋史演習４Ａ」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

巨大都市江戸の文化が明治～昭和初期においてどのように評価され、捉え直されていったのかについて、歴史・民俗・美術・人

類学など多様な切り口から総合的に理解する。 

 

The course will students comprehensive understanding, how culture of the megacity Edo was evaluated and reinterpreted during 

the Meiji and early Showa periods, from various perspectives such as history, folklore, art, and anthropology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代の江戸文化再評価に関する文献や関連する論文・展示図録などを精読しながら、アプローチ方法や分析手法を学ぶととも

に、各受講者が自分なりの問題関心から調べた関連トピックについて議論する。 

 

Students will learn the approach method and analysis method by carefully reading the literature on modern Edo culture re-

evaluation and related papers and exhibition catalogs. And discuss related topics that each student investigated from their own 

problem awareness and interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 江戸東京学について 

2. 廃仏毀釈の文化的影響 

3. 文明開化の展開 

4. 性表現の変化 

5. 東京開市三百年祭と江戸回顧の会の登場 

6. 集古会の収集活動 

7. 南北会と原胤昭 

8. 人類学者フレデリック・スタールの日本文化発見 

9. 「お札博士」フレデリック・スタールの納札活動 

10. 三越百貨店の江戸文化創出 

11. 節句人形の文化的展開 

12. 山車人形・附祭の再評価 

13. 語る江戸生まれの古老たち 

14. 継承と創出の江戸文化（講義のまとめ） 

 

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

江戸文化についての基本的理解を得ておくとともに、関連する文献や論文を積極的に収集・分析し、自分なりの知見を整理する

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントシート(20%)/出席状況（遅刻を含む）ならびに授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 西山松之助、1994、『江戸学事典 縮刷版』、弘文堂 (ISBN:4-335-25053-3) 

2. 小木新造、2003、『江戸東京学事典 新装版』、三省堂 (ISBN:4-385-15388-4) 

3. フレデリック・スタール、2007、『お札行脚 （知の自由人叢書）』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-04716-8) 

4. 岩淵令治、2014、『「江戸」の発見と商品化 大正期における三越の流行創出と消費文化』、岩田書院 (ISBN:978-4-87294-

859-2) 

5. 滝口正哉、2008、『千社札にみる江戸の社会』、同成社 (ISBN:978-4-88621-436-2) 
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6. 滝口正哉、2018、『ｖ江戸の祭礼と寺社文化』』、同成社 (ISBN:978-4-88621-788-2) 

7. 笹原亮二・福原敏男、2014、『造り物の文化史 歴史・民俗・多様性』、勉誠出版 (ISBN:978-4-585-23028-1) 

その他参考文献は随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF201／教育哲学研究 １ 

(Studies in Philosophy of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to human beings?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、今年度は特に「身体性認知」「現象学的身体論」を共通テーマとします。基本的に受講者それぞれ

による発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書として、ローレンス・シャピロ（Lawrence Shapiro）の編著、リチャー

ド・シュスターマン（Richard Shusterman）とシャイ・ウェルチ（Shay Welch）の著作を挙げておきますが、受講者から共同して文献講

読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

We will examine philosophically what education is. We will deal with themes such as philosophy of education, principles of 

educational policy, educational ethics, moral education, and philosophy of special needs education, but this year we will focus on 

the common themes of "bodily cognition" and "phenomenological body theory. The textbook will be edited by Lawrence Shapiro 

and written by Richard Shusterman and Shay Welch. If the students wish to do a collaborative reading, we will discuss them. 

Presentations related to the master's thesis will be given periodically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Shapiro, L.. 2017. The Routledge Handbook of Embodied Cognition. Routledge (ISBN:1138573973) 

2. Shusterman, R.. 2008. Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics. Cambridge UP 

(ISBN:0521675871) 
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3. Welch, S.. 2019. The phenomenology of a performative knowledge system. Palgrave Macmillan (ISBN:3030049353) 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF202／教育哲学研究 ２ 

(Studies in Philosophy of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育哲学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

In this course, through presentations and literature readings, students consider the fundamental issues of educational 

philosophy: “At its heart, what is education to human beings?”  

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、今年度は特に「身体性認知」「現象学的身体論」を共通テーマとします。基本的に受講者それぞれ

による発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書として、ローレンス・シャピロ（Lawrence Shapiro）の編著、リチャー

ド・シュスターマン（Richard Shusterman）とシャイ・ウェルチ（Shay Welch）の著作を挙げておきますが、受講者から共同して文献講

読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

We will examine philosophically what education is. We will deal with themes such as philosophy of education, principles of 

educational policy, educational ethics, moral education, and philosophy of special needs education, but this year we will focus on 

the common themes of "bodily cognition" and "phenomenological body theory. The textbook will be edited by Lawrence Shapiro 

and written by Richard Shusterman and Shay Welch. If the students wish to do a collaborative reading, we will discuss them. 

Presentations related to the master's thesis will be given periodically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Shapiro, L.. 2017. The Routledge Handbook of Embodied Cognition. Routledge (ISBN:1138573973) 

2. Shusterman, R.. 2008. Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics. Cambridge UP 

(ISBN:0521675871) 



 - 167 - 

3. Welch, S.. 2019. The phenomenology of a performative knowledge system. Palgrave Macmillan (ISBN:3030049353) 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF203／日本教育史研究 １ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 1) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、研究到達点の確認、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解

に関わる知識などを習得する。 

 

The first objective of this class is to develop a historical perspective on Japanese education. Secondly, it aims to confirm the 

achievement of research in the discipline, to learn how to set up a research agenda, to acquire basic techniques for writing 

research papers, and to acquire knowledge about decoding historical documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代の教育制度政策史や教育に関わる、あるいは教育を取り巻く諸事実に関する研究を検討し、教育史研究における研究

到達点、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術などを習得する。テキストや論文を読み、関連する史料を収集し、

読解するなどの作業を通して、受講者の課題意識、方法意識を明確にする。「教育」が形作られていく過程を、幅広い観点から捉

え、検証することを心がけたい。 

 

In this class, we will examine research on the history of Japan's modern education system, the history of education policy, and 

various facts surrounding education. In this class, students will learn the research objectives of the history of education 

research, how to set research questions, and the basic techniques for writing research papers. The purpose of this class is to 

clarify the students' awareness of issues and methods through reading texts, articles, and related historical materials. In this 

class, students will be expected to grasp and examine the process of shaping "education" from a wide range of perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 12 

13. 文献講読と史料読解 13 

14. 文献行動および史料読解の総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

関連資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 教育史学会編、2018、『教育史研究の最前線Ⅱ』、六花出版 (ISBN:9784866170428) 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

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) 
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3. 佐藤秀夫、2004 年、『教育の文化史』１（学校の構造）、阿吽社 (ISBN:9784900590809) 

4. 佐藤秀夫、2005 年、『教育の文化史』２（学校の文化）、阿吽社 (ISBN:9784900590816) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF204／日本教育史研究 ２ 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan 2) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「日本教育史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、歴史的視点を持った自らの課題設定を行い、関連する研究到達点の確認、課題設定

方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解に関わる知識などを習得する。 

 

The first objective of this class is for the students to develop a historical perspective on their own topic and to set their own 

issues from a historical perspective. Secondly, the course aims to help students confirm their research achievements, learn how 

to set up a research theme, acquire basic skills for writing a research paper, and acquire knowledge about deciphering historical 

documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の関心に基づく日本教育史上の諸問題を検討する。春学期に習得したことを踏まえて、受講者が選択した課題に関する

発表、質疑応答を重ねる。それらの作業を通して、受講者の課題意識のオリジナリティを確認し、研究方法を磨いてゆく。春学期

同様に、「教育」が形作られていく過程を幅広い観点から捉えることを心がけつつ、史料を通じて自分の仮説を実証することを目

指したい。 

 

Students will examine various issues in the history of Japanese education based on their interests. Students will conduct 

research on documents and historical materials, as well as make presentations and engage in question-and-answer sessions on 

their own topics. Through such work, students will confirm the uniqueness of their own awareness of issues and develop and 

refine their research methods.Students will be expected to substantiate their hypotheses through historical documents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 11 

13. 文献講読と史料読解 12 

14. 各自のテーマの総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

講読文献、発表に関連する資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特にテキストは指定しない。各自のテーマに合わせて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保義三・米田俊彦・駒込武・児美川孝一郎編著、2001 年、『現代教育史事典』、東京書籍 (ISBN:9784487796496) 

2. 米田俊彦、2009 年、『近代日本教育関係法令体系』、港の人 (ISBN:9784896292084) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF207／教育社会学研究 １ 

(Studies in Sociology of 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

2. Harold Garfinkel. 2002. Ethnomethodology's Program. Rowman& Littlefield Pub Inc 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF208／教育社会学研究 ２ 

(Studies in Sociology of Education 2) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育社会学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

The class will improve students’ critical reading abilities regarding domestic and foreign academic papers related to Sociology of 

Education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

Readings in English Articles 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

2. Harold Garfinkel. 2002. Ethnomethodology's Program. Rowman& Littlefield Pub Inc 

春学期の続きを行なう 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF209／教育心理学研究 １ 

(Studies in Educational Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育心理学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

In this course, using a sociocultural-historical approach, students study human development and learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

いて報告し、議論を行う。 

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

究検討も随時行う。 

 

This course includes (1) discussion of academic papers, which all students read, concerning common issues related to study 

and development and (2) consideration of research set freely according to student interests, constructed from data sessions. 

Academic papers with common issues are read by students in advance as directed, and students are expected to check points 

on which they are unclear and to deepen their understanding through discussion. Students introduce topics of interest for 

research consideration, give reports regarding their ongoing investigative research, and conduct discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後には授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 
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2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF210／教育心理学研究 ２ 

(Studies in Educational Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育心理学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

In this course, using a sociocultural-historical approach, students study human development and learning processes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

いて報告し、議論を行う。 

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

究検討も随時行う。 

 

This course includes (1) discussion of academic papers, which all students read, concerning common issues related to study 

and development and (2) consideration of research set freely according to student interests, constructed from data sessions. 

Academic papers with common issues are read by students in advance as directed, and students are expected to check points 

on which they are unclear and to deepen their understanding through discussion. Students introduce topics of interest for 

research consideration, give reports regarding their ongoing investigative research, and conduct discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後にはそれぞれ授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 
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2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JF211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF211／教育方法学研究 １ 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment 1) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育方法特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF311 

【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） 

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

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

 

This course aims for students to acquire the basic frameworks of theories related to the study of teaching methods, such as 

class theory, curriculum theory, learning ability theory, and educational evaluation theory. Building on those, students can then 

deepen their awareness of the issues and of each research theme by clarifying them using the theoretical frameworks of the 

study of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

研究では行いたい。 

 

In post-modern society, reaching from primary education to higher education, various common proficiencies have been put 

forward as educational goals and been appraised in economically advanced countries. The appearance of these “new 

proficiencies” have been significantly influenced by the Programme for International Student Assessment (PISA) conducted by 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Also, learning abilities and proficiencies different from 

both the knowledge emphasizing-style and the attitude emphasizing-style, used until now, are necessary for people from 

children through adults in the current age. The essence of these “new proficiencies,” educational revolution movements in 

Japan and abroad, and critical consideration towards them is examined through this research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

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

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■JF212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF212／教育方法学研究 ２ 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment 2) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育方法特殊研究」 

【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） 

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

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

 

This course aims for students to acquire the basic frameworks of theories related to the study of teaching methods, such as 

class theory, curriculum theory, learning ability theory, and educational evaluation theory. Building on those, students can then 

deepen their awareness of the issues and of each research theme by clarifying them using the theoretical frameworks of the 

study of teaching methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

え、研究２では、とりわけ高大接続の問題について議論していきたい。 

 

In post-modern society, reaching from primary education to higher education, various common proficiencies have been put 

forward as educational goals and been appraised in economically advanced countries. The appearance of these “new 

proficiencies” have been significantly influenced by the Programme for International Student Assessment (PISA) conducted by 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Also, learning abilities and proficiencies different from 

both the knowledge emphasizing-style and the attitude emphasizing-style, used until now, are necessary for people from 

children through adults in the current age. The essence of these “new proficiencies,” educational revolution movements in 

Japan and abroad, and critical consideration towards them is examined through this research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

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

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 伊藤実歩子編著、2020、『変動する大学入試』、大修館出版 (ISBN:978-4469222722) 

なし 

【変更前】演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■JF213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF213／社会教育研究 １ 

(Studies in Adult and Community Education 1) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「社会教育特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF313 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の歴史的研究の前提となる現代日本社会の歴史的特質についての基本認識を学びます。 

 

This course aims to help students acquire basic understanding of historical characteristics of postwar Japanese society, which 

is a prerequisite for studies in adult and community education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉見俊哉『ポスト戦後社会』（岩波新書、2009 年）を輪読し、現代日本社会の歴史的特徴を把握します。その後は同書の内容に

関連するいくつかの同時代史研究の論文を検討します。検討する論文に関しては学生の興味関心や研究テーマに応じて決めて

いきます。 

 

By examining YOSHIMI Shunya's book Japan's Post-Postwar Society (Iwanami Shoten, 2009) together, students will gain 

knowledge of the history of postwar Japanese society and its characteristics.  After that, we will review several articles on 

contemporary history related to the content of the book. The papers to be reviewed will be decided according to the interests 

and research themes of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読① 

3. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読② 

4. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読③ 

5. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読④ 

6. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読⑤ 

7. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読⑥ 

8. 同時代史に関する研究論文の検討① 

9. 同時代史に関する研究論文の検討② 

10. 同時代史に関する研究論文の検討③ 

11. 同時代史に関する研究論文の検討④ 

12. 同時代史に関する研究論文の検討⑤ 

13. 同時代史に関する研究論文の検討⑥ 

14. 総括 

 

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

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらいます。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておいてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉見俊哉、2008、『ポスト戦後社会』、岩波書店 (ISBN:4004310504) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私たちの現在を強く拘束する直近の過去である現代の歴史について基本的な事柄を学んでおくに越したことはないと思っていま

す。教育という営みを同時代の社会との接点で捉え返す視点や方法を身につけていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF214／社会教育研究 ２ 

(Studies in Adult and Community Education 2) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「社会教育特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「社会教育研究 1」を受けて、本授業では日本における社会教育研究の現状と課題を学びます。その際に社会教育研究の方法

論についても学んでいきます。 

 

Continuing from Studies in Adult and Community Education 1, students will gain an understanding of the status and issues of 

adult and community education research being developed in Japan. Students will also learn about its methodology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会教育学会の学会誌『社会教育学研究』に掲載されている研究論文を中心に検討し、議論します。どの論文を読むのか

については履修者の興味関心にも応じたいと思っています。修士論文執筆等に向けての個人研究発表の機会も設けます。 

 

We will mainly read and discuss academic papers published in Journal of the Japanese Association for Social Education.  The 

topics to be covered will be discussed according to the interests of students.  There will also be opportunities for students to 

present their research in preparation for writing their master's thesis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献輪読 

3. 文献輪読 

4. 文献輪読 

5. 文献輪読 

6. 文献輪読 

7. 文献輪読 

8. 文献輪読 

9. 文献輪読 

10. 文献輪読 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. 個人研究発表 

 

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

毎回の授業で検討する論文関しては一定の時間をかけて読み込み、疑問点などを明らかにして授業に望むこと。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. 社会文化学会、2020、『学生と市民のための社会文化研究ハンドブック』、晃洋書房 (ISBN:9784771032798) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途紹介したい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF215／比較教育学研究 １ 

(Studies in Comparative Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「比較教育学特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF315 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

Along with aiming to acquire and improve their skills of reading academic papers in comparative educational research, students 

each share their individual research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著 White Love (Duke University Press 2000),  Filomeno V. Aguilar Jr.著  

 Migration Revolution (NUS press 2014) または Vincente L. Rafael 著 Motherless Tongues (Duke University Press 2016) を考

えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

Students will do literature readings in a seminar format. 

Each discussion leader, along with summarizing concepts from the literature, conducts an extended survey in advance based on 

the contents of those readings and reports the results. Along with this report, students continue question-and-answer sessions 

and carry out discussions. 

This academic year aims to continue from the previous year, taking on the issue of “movement of people” from a comparative 

education perspective. Vincente L. Rafael’s White Love (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.'s Migration 

Revolution (NUS press 2014), and Vincente L. Rafael's Motherless Tongues (Duke University Press 2016) are being considered 

as potential literature. 

Students in charge rotate each week, but this might be adjusted depending on the number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF216／比較教育学研究 ２ 

(Studies in Comparative Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「比較教育学特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

Along with aiming to acquire and improve their skills of reading academic papers in comparative educational research, students 

each share their individual research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著"White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.著 "Migration Revolution" (NUS press 2014) または 

Vincente L. Rafael 著 "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) を考えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

Students will do literature readings in a seminar format. 

Each discussion leader, along with summarizing concepts from the literature, conducts an extended survey in advance based on 

the contents of those readings and reports the results. Along with this report, students continue question-and-answer sessions 

and carry out discussions. 

This academic year aims to continue from the previous year, taking on the issue of “movement of people” from a comparative 

education perspective. Vincente L. Rafael’s "White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.'s "Migration 

Revolution" (NUS press 2014), and Vincente L. Rafael's "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) are being 

considered as potential literature. 

Students in charge rotate each week, but this might be adjusted depending on the number of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

JF215「比較教育学研究１」から継続した内容であり、同科目のテキストの読了部分の続きから開始する。このため同科目を履修

していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF217／教育思想史研究 １ 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代仏教と教育をめぐる学説史的研究：世阿弥の稽古論を中心に 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

後期課程用科目コード：PF317 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）世阿弥と演劇、仏教の関係を理解する。 

 

The objectives of this class are as follows. (1) Students will be exposed to the latest knowledge in the history of educational 

thought and the study of educational philosophy. (2) Students understand the need for academic and historical research on 

modern Buddhism and education. (3) Students understand how Zeami is related to theater and Buddhism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、昨年度の演劇に関する文献講読を踏まえて、世阿弥の稽古論

と仏教をめぐる文献を講読する。具体的には、西平直の諸著作、西尾実『道元と世阿弥』、世阿弥『風姿花伝』などを読む予定で

ある。 

 

In last year's class, based on our reading of literature on theater, we will read Zeami's theory of practice and literature on 

Buddhism. To be specific, we plan to read Dogen and Zeami written by Minoru NISHIO and Fushikaden written by Zeami after 

reading the works of Tadashi NISHIHIRA for introduction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について、研究の進め方 

3. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について 

4. 授業担当者の近著を読む（1） 

5. 授業担当者の近著を読む（2） 

6. 西平直『稽古の思想』を読む・前半 

7. 西平直『稽古の思想』を読む・後半 

8. 受講者の研究テーマの中間報告（1） 

9. 西平直『修養の思想』を読む・前半 

10. 西平直『修養の思想』を読む・後半 

11. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 1 

12. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 2 

13. 受講者の研究テーマの中間報告（2） 

14. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 3、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） 

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西平直、2019、『稽古の思想』、春秋社 (ISBN:9784393313039) 

2. 西平直、2020、『修養の思想』、春秋社 (ISBN:9784393313053) 

3. 西尾実、1965、『道元と世阿弥』、岩波書店 

『道元と世阿弥』は絶版なので必要箇所をコピーして配布する。『風姿花伝』は秋学期に講読する。継続性の観点から、年間通し

て受講して欲しい。 
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参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

3. 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提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF218／教育思想史研究 ２ 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代仏教と教育をめぐる学説史的研究：世阿弥の稽古論を中心に 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育思想史特殊研究」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）世阿弥と演劇、仏教の関係を理解する。 

 

The objectives of this class are as follows. (1) Students will be exposed to the latest knowledge in the history of educational 

thought and the study of educational philosophy. (2) Students understand the need for academic and historical research on 

modern Buddhism and education. (3) Students understand how Zeami is related to theater and Buddhism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、昨年度の演劇に関する文献講読を踏まえて、世阿弥の稽古論

と仏教をめぐる文献を講読する。具体的には、西平直の諸著作、西尾実『道元と世阿弥』、世阿弥『風姿花伝』などを読む予定で

ある。 

 

In last year's class, based on our reading of literature on theater, we will read Zeami's theory of practice and literature on 

Buddhism. To be specific, we plan to read Dogen and Zeami written by Minoru NISHIO and Fushikaden written by Zeami after 

reading the works of Tadashi NISHIHIRA for introduction. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 受講生の研究テーマの中間報告（1） 

3. （春学期の続き）西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 4 

4. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 5 

5. これまでの文献講読を踏まえた総括的議論、追加文献の講読 

6. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 1 

7. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 2 

8. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 3 

9. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 4 

10. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 5 

11. 受講生の研究テーマの中間報告（2） 

12. 受講生の研究テーマの中間報告（3） 

13. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 6 

14. 世阿弥『風姿花伝』を読む・その 7、秋学期のまとめ 

 

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

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西尾実、1965、『道元と世阿弥』、岩波書店 

2. 世阿弥、1958、『風姿花伝』、岩波書店 (ISBN:9784003300114) 

『道元と世阿弥』は春学期からの続きとなる予定。絶版なので必要箇所をコピーして配布する。 

文献の講読が予定より早く進んだ場合、受講者と相談の上、文献を追加する可能性がある。 
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参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

3. 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提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 193 - 

■JF233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF233／教育学特殊研究 ３ 

(Studies in Educational Research 3) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習２Ａ」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新自由主義教育改革が，現代日本の教育と教育行政をどこへ導くのか？この問いについて，理論，現実，教育実践の課題，そ

れらに対する対抗軸の観点から，学際的にアプローチする。 

 

Regarding the question of where the neoliberal education reforms will lead Japan’s current education and educational 

administrative bodies, the class will take a multidisciplinary approach in looking at theory, practice and issues of educational 

practice from competing viewpoints. 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記目標を実現するために，現代日本における新自由主義的教育改革に関する諸論文を読み合い，ディスカッションを行う予定

である。 

 

In order to achieve the above objectives, students will read literature related to contemporary Japan’s new democratic 

educational reforms and carry out discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 新自由主義教育政策の理論 

3. 新自由主義教育改革を先取る東京都 

4. 足立区の教育改革の場合 

5. 地域から新自由主義教育改革を見る 

6. 学力テスト政策から新自由主義を見る 

7. 学力観・人間観から新自由主義教育改革を問う 

8. 「生きる力」とコミュニケーションをめぐる教育改革の対抗図 

9. 今日における学力をめぐる教育改革の対抗図 

10. 「自己責任」論を乗り越える「共に生きる力」を育てる教育実践の課題を問う 

11. 教育の公共性から新自由主義教育改革を問う 

12. アメリカにおける新自由主義教育改革と対抗軸 

13. 「人権としての教育」を実現する教育実践・教育経営・教育統治に及ぶ課題を考える 

14. 総括 

 

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

その都度，指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席および ディスカッションへの参加・貢献度(65%)/レポートの発表(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐貫浩・世取山洋介編、2008、『新自由主義教育改革』、大月書店 (978-4-272-41191-7C0037) 

2. 佐貫浩、2009、『学力と新自由主義』、大月書店 (978-4-272-41200-6C0037) 

3. 森田満夫、2014、『「『人権としての教育』を実現する教育実践・教育経営・教育統治に及ぶ戦略的課題考」『教職研究』第 25

号』、立教大学 教職課程 (ISSN:0917-2963) 

 

参考文献（Readings） 

その都度，指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF234／教育学特殊研究 ４ 

(Studies in Educational Research 4) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習２Ｂ」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育システム理論の基本文献を講読しながら，これと参加者各人の研究テーマとの接点を探ることを目標とする。 

 

While reading the basic literature on educational system theories, participating students will aim to find ways to connect each of 

their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ニクラス・ルーマンの教育システム理論は，教育研究を革新させる可能性を秘めたものとして，この四半世紀ほど，日本でも注目

されてきた。 

授業では下記テキストをベースに，適宜ルーマン自身の原典をも参照しながら，子ども論，教師論，教育関係論，教育制度論な

ど，参加者の問題関心に即して教育システム理論の可能性を検討したい。 

学期末最終授業時には，総括レポートを持ち寄り，参加者間で相互批評を行う。 

 

Niklas Luhmann’s theory of educational systems is closely tied to the possibilities of revolutionizing education systems, and it 

has been receiving attention in Japan for a quarter of a century. 

In this class, based on the following texts, along with appropriately consulting Luhmann’s source texts, students are asked to 

consider the possibilities of educational system theory as related to issues of interest to the participating students such as 

teacher theory, educational theory, educational system theory, etc. 

In the final class of the term, students will bring a summary report and carry out interactive criticism between themselves. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本文献読解（１） 

3. 基本文献読解（２） 

4. 基本文献読解（３） 

5. 基本文献読解（４） 

6. 基本文献読解（５） 

7. 文献講読（１） 

8. 文献講読（２） 

9. 文献講読（３） 

10. 文献講読（４） 

11. 文献講読（５） 

12. 文献講読（６） 

13. 文献講読（７） 

14. 総括 

 

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

指定された文献を必ず読み，レポーターはレジュメを作成しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への参加(30%)/発表(30%)/総括レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石戸教嗣・今井重孝編、2011、『システムとしての教育を探る』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-25070-7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて，授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF235／教育学特殊研究 ５ 

(Studies in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2019 年度まで「教育学演習３」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献の読解と議論を通して、歴史社会学の視点と方法により教育事象をとらえる。 

 

Through literature readings and discussions, students come to understand the phenomenon of education from the viewpoints 

and methods of historical sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

われわれのもつ知識や情報は、どのようにして普及し、定着してきたのかを考えるための文献を読み進めます。ピーター・バーク

の『知識の社会史―知と情報はいかにして商品化したか』、および『知識の社会史２―百科全書からウィキベディアまで』を講読

し、その関連文献も参照しつつ理解を深める予定です。 

 

Students will read the literature to consider how our knowledge and information has  spread and become established.  We will 

read Peter Burke's “A Social History of Knowledge: from Gutenberg to Diderot” and “A Social History of Knowledge 2: from the 

Encyclopaedia to Wikipedia”, and refer to related literature to deepen our understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『知識の社会史』１（１） 

2. 『知識の社会史』１（2） 

3. 『知識の社会史』１（3） 

4. 『知識の社会史』１（4） 

5. 関連文献講読（1） 

6. 関連文献購読（2） 

7. 『知識の社会史』２（1） 

8. 『知識の社会史』２（2） 

9. 『知識の社会史』２（3） 

10. 『知識の社会史』２（4） 

11. 関連文献講読（3） 

12. 関連文献購読（4） 

13. 関連文献講読（5） 

14. 関連文献購読（6）と振り返り 

 

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

事前に指定された文献を読み込み、分担部分については単なる要約ではなく、適宜情報や考察を補充しつつ、レジュメを作成し

てください。また、指定文献に関連する文献や資料を積極的に紹介してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成を含む報告(60%)/討論への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ピーター・バーク、2004、『知識の社会史』、新曜社 (ISBN:4788509105) 

2. ピーター・バーク、2015、『知識の社会史２』、新曜社 (ISBN:4788514338) 

 

参考文献（Readings） 

関連文献は、受講者の関心を勘案し、相談の上提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF241／教育学演習 １ 

(Seminar in Educational Research 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

 

         「当事者の知に学ぶー当事者研究の可能性」 

担当者名 

（Instructor） 
向谷地 生良(MUKAIYACHI IKUYOSHI) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究１Ａ」 

後期課程用科目コード：PF341 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「難病患者、重度障がい者、依存症者などの当事者活動に源流を持つ当事者研究の歩みと精神医療に与えた影響、さらには他

領域への広がりの意味を理解し、基本的な展開ができるようになる」 

 

To understand the history of Tojisha Kenkyu, which has its origins in the movement for the freedom and independence of 

patients with intractable diseases, people with severe disabilities, addicts, the impact it has had on psychiatry, and the 

significance of its expansion into other fields. Also, the purpose of this class is to be able to develop the basic principles of  

Tojisha Kenkyu. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「１９７０年代から８０年代における当事者研究を生み出した当事者運動や企業における「一人一研究」（QC活動）などを学びなが

ら、精神医療に与えた影響について検証し、研究ミーティングの実際の展開についても実践的に学ぶ」 

 

The content of the class: While learning about the movement for the freedom and independence of disabled people that gave 

birth to Tojisha ‒Kenkyu in the 1970s and 1980s, and "one person, one study" (QC activities) in companies, we will examine the 

impact on psychiatry and learn about the actual development of Tojisha-Kenkyu meeting in a practical way. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当事者研究の源流：べてるを生み出し、当事者研究へと結実していく源流を探る 

2. 我が国の精神医療の現状：囲い込みの精神医学、管理の精神看護、服従の福祉との出会い 

3. べてるの家の誕生 その１ 苦労の哲学－社会復帰から社会進出へーべてるの理念 

4.      〃      その２ 変革は、弱く、小さく、遠いところから－一人一研究との出会い 

5. 当事者研究の誕生物語-共に弱くなる経験としての当事者研究 

6. 当事者研究とは 当事者研究の特徴と広がり、他領域における研究動向 

7. 対話実践としての当事者研究ー当事者研究が持つ対話の可能性と意義 

8. 当事者研究の展開ー当事者研究の構成と展開 

9. 当事者研究とオープンダイアローグ：オープンダイアローグの歩みと当事者研究の出会い、リカバリー概念と当事者研究 

10. 当事者研究の実際 その１ メンタルヘルス領域における当事者研究の実践 

11.      〃       その２ 子育て、企業、地域における当事者研究の実践 

12. レッツ当事者研究  その１   受講者による当事者研究演習 

13.      〃       その２        〃 

14. まとめ 全体を振り返りデスカッション 

 

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） 

複数回の授業内レポート(100%) 

2021.7.27 変更【変更前】レポート試験(Report Exam)100％ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石原孝二・河野哲也・向谷地生良編、2016、『精神医学の哲学 3「精神医学と当事者」』、東京大学出版会 (ISBN-10 : 

413014183X) 

2. 向谷地生良、2018、『べてるの家から吹く風』、いのちのことば社 (ISBN-10 : 4264039010) 

 

参考文献（Readings） 

1. 浦河べてるの家、2002、『べてるの家の非援助論』、医学書院 (ISBN-10 : 4260332104) 
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2. 向谷地生良、2009、『技法以前』、医学書院 (ISBN-10 : 4260009540) 

3. 向谷地生良編、2018、『レッツ当事者研究３』、地域精神保健福祉機構 (ISBN-10 : 4904378296) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

8／3（火）２限～５限 

8／4（水）２限～５限 

8／5（木）２限～５限 

8／6（金）１限～２限 

 

注意事項（Notice） 
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■JF242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF242／教育学演習 ２ 

(Seminar in Educational Research 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校臨床社会学の方法と課題 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 朗(SAKAI 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究１Ｂ」 

後期課程用科目コード：PF342 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は、様々な教育事象を社会学的視点に立って分析するための基礎的な概念や理論、方法論を学ぶことを目的とする。と

りわけ、大きく変動する現代社会の中での教育制度の在り方やその中での教師、児童生徒の関係性をめぐる諸問題を採り上げ

ていきたい。教育現場の問題を積極的に取り上げる研究姿勢や研究成果の現場への還元という臨床的なスタンスを重視して検

討を深めていく。 

 初回に受講者の関心を聞いた上で具体的な講読文献は決める。また、受講者各自の研究に関する発表も求める予定である。 

 

The purpose of this lecture is to learn the basic concepts, theories, and methodologies for analyzing various educational 

phenomena from a sociological point of view. In particular, I would like to take up various issues related to the ideal educational 

system in the rapidly changing modern society and the relationship between teachers and students. We will deepen our studies 

with an emphasis on the clinical stance of taking up issues in the field of education and returning research results to the field. 

The specific reading documents will be decided after hearing the interests of the students at the first time. We will also request 

presentations on each student's research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．教育社会学の視点を理解し、基本的な概念を用いて様々な教育事象を分析的に解釈することが出来るようになる。 

２現在の学校教育が抱えている様々な問題について、社会学的な視点から批判的、分析的に追究できるようになる。 

３．教育事象に関するデータの収集方法や分析手法について理解する。 

４．臨床の視点の重要性を理解し、自らの研究姿勢について不断に省察していく姿勢を持つ。 

 

1 Understand the perspective of sociology of education and be able to analyze and interpret various educational phenomena 

using basic concepts. 

2 To be able to critically and analytically pursue various problems in current school education from a sociological point of view. 

3 Understand how to collect and analyze data related to educational events. 

4 Understand the importance of clinical perspectives and have an attitude of constantly reflecting on one's own research 

attitude. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.イントロダクション：：授業の目的と計画について 

2. 社会学的な観点に立った教育事象の分析の有効性と課題について 

3. 文献講読(1) 教育をめぐる排除と包摂 

4. 文献講読(2) 格差社会と教育機会 

5. 文献講読(3) 労働市場の変容と就職問題 

6. 各自の問題関心の報告（１） 

7. 文献講読(4) 学校臨床社会学の視点と方法論 

8. 文献講読(5) 学校組織の社会学 

9. 文献講読 j(6) 教室における教師生徒関係 

10. 各自の問題関心の報告(2) 

11. 研究方法論について（１） 質的方法の基礎 

12. 研究方法論について（２） 質的方法の実際 

13. 研究方法論について（3） 臨床研究の意義 

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） 

１．指定された文献を講読し、コメントを書く。 

２．各自の研究計画を立て、資料を収集する。 

３．関連する文献を収集し、レビューする。 

４．講義で取り上げた課題について参考文献を読みレポートを作成する。 
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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(40%)/講読論文へのコメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心を聞いたうえで、講読する文献を決める。主に、学会誌などに掲載された論文を中心に読む。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井朗、2014、『教育臨床社会学の可能性』、勁草書房 

2. プシュカラ・プラサド、2018、『質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜』、ナカニシヤ出版 

3. 日本教育社会学会、2018、『教育社会学事典』、丸善出版 

4. H. ローダーほか編、2012、『グローバル化・社会変動と教育 1 市場と労働の教育社会学』、東大出版会 

5. H. ローダーほか編、2012、『グローバル化・社会変動と教育 2 文化と不平等の教育社会学』、東大出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF243／教育学演習 ３ 

(Seminar in Educational Research 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多人数・マルチモーダルインタラクション研究の分析手法 

担当者名 

（Instructor） 
坊農 真弓(BONO MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究２Ａ」 

後期課程用科目コード：PF343 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多人数・マルチモーダルインタラクション研究のこれまでの流れを理解し，受講生全員が自らインタラクションデータを収録・分析

し，議論できる能力を身につける． 

 

Students will understand the flow of mass and multi-model interaction research, and gain proficiency in collecting, analyzing and 

discussing interaction data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人と人との社会的インタラクションは,言語学や心理学や人類学などの分野でこれまで数多くの研究がなされてきた.近年は日常

会話における視線やジェスチャーなどの身体動作を研究対象とする多人数・マルチモーダルインタラクション研究が注目を集めて

おり,そもそも言語とは何か,人と人との日常的なインタラクションとは何かを問いただす必要性が出てきている.本講義では,人と人

との日常的なインタラクションについての従来研究の多様性とその方法について包括的に解説し,受講者自身がインタラクション

データを収録・分析するための実践的手法の紹介を試みる. 

 

Social interactions have come to be subject of a large amount of research in fields including linguistics, psychology and 

anthropology, etc.Recently, multi-party and multi-modal interaction research in embodied interaction such as eye contact and 

gestures in daily conversation are drawing attention, thus there is a need to asking what language is in the first place and what 

people’s day to day interactions are.In this lecture, students will gain a comprehensive understanding of the diversity of 

research and methods used up until now. Students will also try out introducing practical methods in order to collect and analyze 

their own daily interactions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 従来研究の概説(1)：非言語コミュニケーション論 

3. 従来研究の概説(2)：会話分析 

4. 従来研究の概説(3):マルチモーダルインタラクション分析 

5. データ収録の手法：収録対象・機材の選定 

6. データ収録の手法：収録デザイン・機材の扱い 

7. アノテーションの手法：ELAN入門 

8. アノテーションの手法：アノテーションのデザイン 

9. アノテーションの手法：トランスクリプトの作成 

10. アノテーションの手法：アノテーション・トランスクリプトの分析 

11. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：会話分析の手法 

12. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：マルチモーダルインタラクション分析の手法 

13. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：ビデオを用いたプレゼンテーションの実践 

14. グループ最終発表 

 

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

グループ研究でのデータ収録，アノテーション，トランスクリプト作成，分析，発表資料準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/グループ研究への積極的な参加(30%)/講義への積極的な参加(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坊農真弓・高梨克也共編,人工知能学会編、2009、『知の科学 多人数インタラクションの分析手法』、オーム社 (ISBN:978-4-

274-20732-7) 

2. H.サックス・E.A.シェグロフ・G.ジェファソン(西阪仰訳・S.サフト翻訳協力)、2010、『会話分析基本論集-順番交替と修復の組織
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-』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1501-6) 

3. 高梨克也、2016、『基礎から分かる会話コミュニケーションの分析法』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1073-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://research.nii.ac.jp/~bono/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JF244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF244／教育学演習 ４ 

(Seminar in Educational Research 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴィゴツキー・状況的認知・情動論的転換 

担当者名 

（Instructor） 
高木 光太郎(TAKAGI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究２Ｂ」 

後期課程用科目コード：PF344 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L. S. ヴィゴツキーの発達理論、1980 年代以降の心理学における再評価（状況的認知）、人類学を中心に近年展開されている情

動概念の捉え直し（情動論的転換）に関する文献の読解を通して、心理学における情動概念に関する理論的な理解を深めるとと

もに、理論的な文献を検討するための読解技法の基礎を身につけることを目標とする。  

 

The purpose of this course is to develop a theoretical understanding of the concept of "emotion" or "affect" in psychology by 

reading papers on L. S. Vygotsky's theory of human development in the 1930s, "situational cognition" in the 1980s, and current 

discussions on "affectus" in anthropology.  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説したのち、指定された文献を検討する。受講者はその回で検討する箇所をあら

かじめ精読したうえで授業に参加し、授業内ではグループワークおよびディスカッション形式で該当箇所の論理展開、理論的含

意、現代的な研究課題への適用可能性などの検討を行う。  

 

After an overview of Vygotsky's theory, we examine the papers, and students are required to read the assigned papers in 

advance. In a group work and discussion format, students discuss the paper's logical structure, its theoretical implications, and 

its applicability to contemporary research topics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説する。  

2. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

3. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

4. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

5. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

6. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

7. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

8. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

9. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

10. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

11. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

12. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

13. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

14. 授業のまとめと総括的な討論を行う。  

 

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

文献を検討する回については、あらかじめ検討箇所を精読し、論理展開について口頭で説明できるよう準備しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/文献の事前検討・報告レジュメの準備等(20%)/グループワーク・ディスカッションへの参加状況

(30%) 

 

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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■JF245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF245／教育学演習 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本の社会移動・地域移動と学校教育 

担当者名 

（Instructor） 
中村 牧子(NAKAMURA 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究３」 

後期課程用科目コード：PF345 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本における社会移動・地域移動と学校教育との関わりを、多様な文献から読み解く。またそれを通して、この社会の経験し

た構造変動に対する学校教育の影響力と方向性を理解する。 

 

Students read various literatures about the modern Japan, and learn about the relations between the social/geographical 

mobility and the education at schools. The objective of this course is to understand the scale and direction in which the 

education at schools influenced on the structure change of this society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本における社会移動を考える上で、学校教育の影響は看過できないものである。それは、各階層に属する人々の移動に

対する意識と行動を変え、それを通じて社会構造そのものを変貌させた。授業では、戦前期の学校教育諸制度と、それを利用し

た／しなかった人々の社会移動・地域移動の経験や移動への意味付けをとらえた文献を講読する。これを通じ、近代日本社会に

おける移動機会の特質と、そこでの教育の役割を理解する。 

 

In the modern Japanese society, the education had a great influence on the social mobility. It changed the consciousness and 

action for the status attainment of the people in each social stratum, which in turn changed the social structure itself. In this 

course, students are expected to read literatures about the prewar Japan, in which the educational system was founded and 

evolved. What did the people using or not using this system think of the social/geographical mobility they experienced? How did 

they interpret the meaning of the mobility for themselves? Students are expected to understand the characteristics of the 

mobility in the prewar Japan and the role of the educational system there. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の狙いと展望 1  社会移動・地域移動の歴史社会学から見える学校教育の意味 

2. 授業の狙いと展望 2  教育を介した社会移動と社会階層の問題 

3. 文献講読 1  高等教育：学校教育制度の確立と移動機会の変容 

4. 文献講読 2  同上 

5. 文献講読 3  中等教育：中等教育機会と社会階層 

6. 文献講読 4  同上 

7. 文献講読 5  初等教育：社会移動における初等教育の多様な意義 

8. 文献講読 6  同上 

9. 中間考察 1  近代における地域移動の必然性と特徴・影響 

10. 中間考察 2  中等非就学者の移動と機会の変容 

11. 文献講読 7  地域移動とその変容 

12. 文献講読 8  同上 

13. 文献講読 9  中等非就学者の地域移動・社会移動 

14. 文献講読 10  同上 

 

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

講読用文献の下読み。報告用レジュメの作成。関連する参考文献の講読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/文献講読と報告(40%)/授業への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村牧子、2018、『著名人輩出の地域差と中等教育機会』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4-86283-265-8) 
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2. 菊池城司、2003、『近代日本の教育機会と社会階層』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-056206-1) 

3. 武石典史、2012、『近代日本の私立中学校』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06177-8) 

4. 吉田文・広田照幸編著、2004、『職業と選抜の歴史社会学』、世織書房 (ISBN:4-902163-12-8) 

他は受講者と相談のうえ決定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF246／教育学演習 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究４」 

後期課程用科目コード：PF346 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

 

This course aims to provide students with opportunities to learn about the characteristics of qualitative methods and various 

approaches within them. Students can acquire the knowledge and skills required to write a coherent and convincing paper using 

qualitative methods.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

This course requires students to engage in discussion about readings and to conduct qualitative data collection as well as 

analysis: 1) a lecture and a discussion about basic principles of qualitative methods, 2) discussion based on literature using a 

qualitative method, and 3) practicing fieldwork and interviews followed by data analysis.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を行う：現場のメモからフィールドノーツへ 

3. フィールドノーツを書く①：何をどう見てどのように書くのか 

4. フィールドノーツを書く②「分厚い記述」 

5. 質的テキストを分析する：コーディングとグラウンデッドセオリーアプローチの実践 

6. 研究者のポジショナリティ、リフレクシヴィティと研究倫理 

7. 研究計画を立てる 

8. 話を聴く：半構造化インタビュー、ライフストーリー、生活史調査 

9. グループプロジェクト：インタビューテーマの設定とインタビューガイドの作成 

10. インタビューの技法：授業内ミニ実践 

11. インタビューを使った文献講読 

12. インタビューの分析①：コーディング 

13. インタビューデータの分析②：仮説生成へ 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

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

フィールドノーツの作成やインタビューデータの収集が求められます。また、ディスカッションの多い授業になるので積極的に参加

してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』、新曜社 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門―<現場>を質的研究する』、春秋社 

2. 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』、有斐閣ストゥデイア 
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3. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF247／教育学演習 ７ 

(Seminar in Educational Research 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美・芸術と人間形成 〜思想史の手法を用いて考える〜 

担当者名 

（Instructor） 
眞壁 宏幹(MAKABE HIROMOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究５」 

後期課程用科目コード：PF347 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ギリシャの時代から、美・芸術は西洋において人間形成・教育を主導する理念であり方法だった。それは政治や経済に還元

できない教育的価値を担保するものだったからである。この問題を思想史という手法を用いて考察し、現代日本におけるその可

能性を考えたい。 

 

This course aims to focus on the importance of experience of beauty and artistic expression and understanding to cultivate 

humanity with the method of the intellectual history of educational practices and theories in Europe. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず履修者に自分の研究紹介を行ってもらった上で、自分の研究テーマと本演習のテーマの観点から最も興味深いと思われる

哲学者、心理学者、教育学者、教育者を、教科書『西洋教育思想史』から選び、個人発表を行ってもらう。 

 

Each student in this course is required to make a presentation about past educational practice or theory that is very interesting 

from the standpoint of his/her research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 履修者研究紹介１ 

3. 履修者研究紹介２ 

4. 思想史的考察・発表１ 

5. 思想史的考察・発表２ 

6. 思想史的考察・発表３ 

7. 思想史的考察・発表４ 

8. 思想史的考察・発表５ 

9. 思想史的考察・発表６ 

10. 思想史的考察・発表７ 

11. 思想史的考察・発表８ 

12. 思想史的考察・発表９ 

13. 思想史的考察・発表１０ 

14. 総合ディスカッション  

 

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

毎回、あらかじめ履修者は、発表者が取り上げる教育実践・理論について教科書の該当箇所を必ず読んでおくことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(複数回)(50%)/発表(複数回)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 眞壁宏幹、2020、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

教科書の参考図書を参照のこと。また、授業時でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で行う。すなわち、発表とディスカッションが中心となる。 
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注意事項（Notice） 
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■JF249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF249／教育学演習 ９ 

(Seminar in Educational Research 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高大接続・大学入試改革 

担当者名 

（Instructor） 
濱中 淳子(HAMANAKA 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2019 年度まで「教育学特殊研究６」 

後期課程用科目コード：PF348 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高大接続ならびに大学入試のありように関しては、さまざまな立場の識者・関係者が考えを呈してきた。この授業では、教育社会

学者の指摘を中心にこれまでの議論を整理し、社会学的なものの見方とともに教育改革論議を俯瞰的にみるスキルの獲得をめ

ざす。 

 

A number of experts have been discussing the reform of university entrance examinations. This course aims to help students 

acquire a sociological perspective and the skills to look at the education reform debate in a comprehensive manner by 

organizing the past discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の４つによって構成される。 

１） 高大接続・大学入試改革に関するレクチャーと質疑応答 

２） 関係者による議論のレビューと特徴抽出 

３） 海外の事例のレビューと特徴抽出 

４） 全体の整理 

 

This course will cover four topics with reference to the literature: 1) basic lecture and discussion on university entrance 

examination reform; 2) reviewing and characterizing arguments made by researchers; 3) reviewing and characterizing foreign 

cases; and 4) summary discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 高大接続・大学入試改革の変遷 

3. 統計学者・「入試学」研究者の主張を整理する 

4. 英語教育・国語教育の主張を整理する 

5. 現場の教員・ジャーナリストの主張を整理する 

6. 教育社会学者の議論を整理する① 

7. 教育社会学者の議論を整理する➁ 

8. 教育社会学者の議論を整理する③ 

9. 教育社会学者の議論を整理する④ 

10. 大学入試センター研究開発部の試み 

11. 海外の事例（アジア）に学ぶ 

12. 海外の事例（欧米）に学ぶ 

13. 総括討論① 

14. 総括討論➁ 

 

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

予習：指定文献がある回については目を通し、コメントを作成してくることが求められる。 

復習：毎回の振り返りレポートを作成することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ中の議論への参加と発言(70%)/振り返りの内容(30%) 

３分の２以上出席していない場合は、単位取得不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山村滋・濱中淳子・立脇洋介、2019、『大学入試改革は高校生の学習行動を変えるか : 首都圏 10 校パネル調査による実証

分析』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623086437) 
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参考文献（Readings） 

1. 南風原朝和編、2018、『検証 迷走する英語入試――スピーキング導入と民間委託』、岩波書店 (ISBN:4002709841) 

2. 中村高康編、2020、『大学入試がわかる本――改革を議論するための基礎知識』、岩波書店 (ISBN:4000614215) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①その他必要資料等は、授業時に提示する。（配布・提供の方法はあらかじめ周知する）  

➁履修者のバックグラウンドや人数に応じて、適宜計画を変更する可能性があることを先に断っておく。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 215 - 

■JG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG101／日本文学演習 １Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作っ

て発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのような微妙なニュアンスの違

いを生むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 

This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to minor differences in nuance, and other issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（１０） 

12. 担当者による発表（１１） 

13. 担当者による発表（１２） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(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） 

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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■JG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG102／日本文学演習 ２Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

Students carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of 

relationships in influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

While making careful annotations, students read the assigned texts. While noting the relationship between source materials and 

peripheral materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts 

such as kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course illuminates the significance of the literary history of Soga 

Monogatari. Students read the texts closely and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（複数回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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発表者は発表資料をもとに報告する． 

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） 

【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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■JG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG103／日本文学演習 ３Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西行の四季歌を読む 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西行の四季歌を読むことを通して、彼の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 Saigyo’s waka poetry 

by reading his poems made about the nature and scenery. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西行（1118 ‒1190）は、平安時代後期の優れた歌人である。この演習では、『新古今集』に入集した西行の四季歌を読解する。初

回・二回目は、西行ならびに『新古今集』の和歌について、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。  

 

Saigyo (1118 ‒1190) was as an excellent waka poet of the late Heian periods. In this seminar course students will read and 

interpret the seasonal poems made by Saigyo selected for "Shinkokin shu". The first and second sessions will be outline 

lectures on the waka poems of Saigyo and "Shinkokin shu", 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. 西行の四季歌について 

2. 『新古今集』の四季歌について 

3. 西行の春の歌を読む（１） 

4. 西行の春の歌を読む（２） 

5. 西行の春の歌を読む（３） 

6. 西行の春の歌を読む（４） 

7. 西行の夏の歌を読む（１） 

8. 西行の夏の歌を読む（２） 

9. 西行の秋の歌を読む（１） 

10. 西行の秋の歌を読む（２） 

11. 西行の秋の歌を読む（３） 

12. 西行の秋の歌を読む（４） 

13. 西行の冬の歌を読む（１） 

14. 西行の冬の歌を読む（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(50%)/討議への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

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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■JG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG104／日本文学演習 ４Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
俳諧研究－元禄の俳諧を読む－ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の多様な方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpreting and researching Haikai, and acquire the basics of modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

元禄期の京・大坂・江戸の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討する。 

 

Students will annotate the renku of the poets of Kyoto, Osaka, and Edo during the Genroku period, read them carefully, and 

examine the differences between the authors and regions, and the characteristics of each. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧史と俳諧研究の方法（１） 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法（２） 

4. 演習（１） 

5. 演習（２） 

6. 演習（３） 

7. 演習（４） 

8. 演習（５） 

9. 演習（６） 

10. 演習（７） 

11. 演習（８） 

12. 演習（９） 

13. 演習（１０） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG105／日本文学演習 ５Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教文芸研究 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【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） 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

While reading Buddhist texts, students will deepen their understanding of Buddhist thought, enabling them to better understand 

works of classical literature from different perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「『法華経』の文学」 

本演習では、日本において最も重視された仏教経典の一つである『法華経（妙法蓮華経）』を取り上げ、その内容と受容について

検討する。はじめに、『法華経』の本文のうち、重要な箇所を選んで精読し、その後『法華経』の霊験譚を集めた『法華験記』（鎮源

撰述）を輪読することで、前近代における法華経信仰の諸相を考究する。 

 

Literature of The Lotus Sutra 

This seminar focuses on one of the most important Buddhist texts in Japan, The Lotus Sutra (Myōhō renge kyō), examining its 

content and its reception. At first students will do close readings of important excerpts from The Lotus Sutra. Then they will 

take turns reading miracle tales related to The Lotus Sutra that were compiled in Chingen's Hokke genki. This will enable 

students to study various aspects of premodern engagement with The Lotus Sutra. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『法華経』の成立と展開 

3. 『法華経』と日本文学 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. まとめ 

 

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

発表の準備、最終レポートの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(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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■JG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG107／日本文学演習 ７Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 7A) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

５限・６限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and 

give a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts 

according to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 講談社文芸文庫編、2002、『戦後短篇小説再発見 8 歴史の証言』、講談社 

 

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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■JG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG109／日本文学研究 １Ａ 

(Studies in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後 GHQ占領期におけるメディアと文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後 GHQ占領期におけるメディアと文学について学ぶ 

各自の研究を深め、論文執筆に結びつける。 

 

This course introduces media and literature during the GHQ occupation period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表、ディスカッション、論文執筆、研究指導を行う。 

各自の研究テーマ、論文作成に極力引き付けた発表で構わない。 

キーワードは、検閲、プロパガンダ、インテリジェンス、闇市、冷戦 

 

The aim of this course is to help students acquire the necessary  skills  and  knowledge  needed  to achieve a better 

performance in their studies. 

Deepen each student's research theme and link it to the writing of research treatises. 

Keywords are propaganda, censorship, intelligence, black market, Cold War. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬発表 

3. 学生研究発表 

4. 学生研究発表 

5. 学生研究発表 

6. 学生研究発表 

7. 学生研究発表 

8. 学生研究発表 

9. 学生研究発表 

10. 学生研究発表 

11. 学生研究発表 

12. 学生研究発表 

13. 学生研究発表 

14. まとめ 

 

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

発表に向けて調査研究を行いレジュメを作成して授業にのぞむ 

発表時のディスカッション、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時のディスカッションにおける積極的な参加、意見の発信(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

志賀直哉「灰色の月」、太宰治「トカトントン」、坂口安吾「白痴」「不連続殺人事件」、武田泰淳「蝮のすえ」、石川淳「黄金伝説」な

ど。授業中にも提示。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.waseda.jp/prj-m20th/ 



 - 227 - 

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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■JG110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG110／日本文学研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its 

content. 

  

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who 

have conveyed them until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎（講義・演習） 

3. 書物の要素① ； 表紙（講義） 

4. 書物の要素② ； 見返し（講義・演習） 
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5. 書物の要素③ ； 料紙 斐紙（講義） 

6. 書物の要素④ ； 料紙 楮紙（講義・演習） 

7. 装訂のさまざま① ； 巻子本 粘葉装 その１（講義） 

8. 装訂のさまざま② ； 巻子本 粘葉装 その２（演習） 

9. 装訂のさまざま③ ； 冊子本 列帖装 その１（講義） 

10. 装訂のさまざま④ ； 冊子本 列帖装 その２（演習） 

11. 装訂のさまざま⑤ ； 冊子本 袋綴装 その１（講義） 

12. 装訂のさまざま⑥ ； 冊子本 袋綴装 その２（演習） 

13. 装訂のさまざま⑦ ； その他の装訂  その１（講義） 

14. 装訂のさまざま⑧ ； その他の装訂  その２（講義） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 230 - 

■JG113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG113／日本文学研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature 5A) 

担当者名 

（Instructor） 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG114／日本文学研究 ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を身につけることを目指す。  

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire the fundamental capabilities for working out research themes 

and methods and for creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。また、その実践的トレーニングとして、段階的にミニ・レポートを作成す

る。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。  

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will learn 

steps for outputting these in the form of outlines and texts. In addition, as practical training, students will create a step-by-step 

mini-report. The class plans will be adjusted appropriately in line with the wishes and capabilities of course takers.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明  

2. 研究・ライティングの意義とねらい 

3. レポートの書き方①研究論文からの検討（書式ほか） 

4. レポートの書き方②研究論文からの検討（文章表現ほか） 

5. レポートの書き方③研究論文からの検討（ユニークポイントほか） 

6. レポートの準備①作品の概要執筆 

7. レポートの準備②概要のハイライト 

8. レポートの準備③作家発言・書評等の批判的検討 

9. レポートの準備④本文引用＋解釈サンプル 

10. レポートの準備⑤アピールポイントの設定 

11. レポートの作成①ミニ・レポートプランの作成 

12. レポートの作成②ミニ・レポートの本論作成 

13. レポートの作成③ミニ・レポートの構成確認 

14. レポートの作成④ミニ・レポートについての意見交換 

 

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

参考文献を自主的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業では、論文の書き方について学

ぶと同時に、吉本ばなな「ハチハニー」（予定）をサンプルに、ミニ・レポートを作成する。そのために必要な作業・思考を、適宜課

すことになる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

吉本ばなな「ハチハニー」は授業時に配布予定。なお、吉本ばなな『不倫と南米』および『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短

篇 29』に収載。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

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 (ISBN:978-4065135020) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、原則として、オンライン授業（授業時間における ZOOM を用いた授業）で行います。別途、Blackboardを用いた課題

の提示・提出などがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG116／中国文学研究 １ 

(Studies in Chinese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA 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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG371 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を読解できるようになることを目標とする。あわせて中国哲学の基本的語彙について学び、

文明工学的視点からそれらを活用する能力を修得する。 

 

In this class, we aim for becoming able to read and understand a document of the Chinese philosophy using the pronouncing 

Chinese classics in the Japanese way method. We learn about basic vocabulary of the Chinese philosophy in total and acquire 

ability to apply them in from a viewpoint of the civilization engineering. 

 

授業の内容（Course Contents） 

真徳秀『大学衍義』を講読する。同書は朱子学の立場から人倫について解説している。この中から数段を選び出して講読すること

によって、中国哲学における基礎概念についてまなぶ。講読では江戸時代の和刻本をテキストとして用いることで、現在の標準

的な訓点とは異なる当時の訓点の付け方も学ぶ。 

 

The text book in this class is Zhen Dexiu’s Daxue Yanyi. 

We learn about some basic concepts of Chinese philosophy by reading the book, which was written from the stand point of 

Neo-Confucianism. Also we learn how to translate classical Chinese into Japanese by using the block-book of the Edo era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要説明 

2. 中国思想史・文化史の概観 

3. 朱子学について 

4. 講読と討論（１） 

5. 講読と討論（２） 

6. 講読と討論（３） 

7. 講読と討論（４） 

8. 講読と討論（５） 

9. 講読と討論（６） 

10. 講読と討論（７） 

11. 講読と討論（８） 

12. 講読と討論（９） 

13. 朱子学の人間本性論について 

14. まとめ 

 

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

テキスト講読箇所の予習は全員必須。授業で教示した諸事項について参考文献・サイトを調べることで復習することにより知識と

して定着させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 真徳秀、1787、『大学衍義』、皇都書林 

テキストは講読対象箇所を授業においてプリントもしくは電子データ（PDF）で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田虔次、1978、『大学・中庸』、朝日新聞社 

2. 土田健次郎、2013-2015、『論語集注』、平凡社 (ISBN:9784582808414) 
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3. 小島毅、2013、『朱子学と陽明学』、筑摩書房 (ISBN:9784480095695) 

4. 小島毅、2021、『中国思想と宗教の奔流』、講談社 (ISBN:9784065221433) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG151／日本語学演習 １ 

(Seminar in the Japanese Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学研究法 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、日本語学に関する自らの研究課題について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その発表に対して受講

者全員で討議することになる。発表に際しては、研究の着想に至った背景、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などに

ついてレジュメをまとめて、論点を提示しつつ他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で

関連研究の調査分析などを行うことがある。 

 

Students will consider and examine their own research subjects related to Japanese linguistics, and will determine assigned 

areas and make presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students 

will be required to put together outlines covering the background leading to the ideas for the research, prior research, research 

objectives, research methods, current status and prospects, etc., and to convey these in simple terms to other course takers 

while putting forth points for discussion. Investigation and analysis of related research may be undertaken by all course takers 

as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG152／日本語学研究 １Ａ 

(Studies in the Japanese Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢語副詞の歴史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語史研究に必要な専門知識および手法を身に付けることを目標とします。 

 

The aim of this course is for students to acquire the practical specialist knowledge and skills needed for research in the history 

of Japanese languages. 

 

授業の内容（Course Contents） 

鳴海伸一『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』（ひつじ書房、2015 年）を読み進めます。著者の意図す

るところをくみとりながら、内容を過不足なく押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解

決方法を見出します。 

 

Students will summarize and critically review each chapter of Narumi Shin’ichi’s (2015) Nihongo ni okeru Kango no Hen’yō no 

Kenkyū: Hukushi-ka wo Chūshin to shite (Studies on the Japanization of Chinese Loanwords: Focusing on Adverbization), 

Tokyo: Hitsuji Shobō Publishing. For their presentations, students will be required to put together outlines covering prior 

research, research objectives, research methods, current status and prospects, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳴海伸一、2015、『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』、ひつじ書房 

 

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します。 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG153／日本語学研究 ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG353 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

Students will be able to grasp the whole picture of classical Japanese grammar and explain the outline of historical changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの９講から１３講を取り上げる計

画である。 

 

Subscribe to textbooks to give an overview of classical Japanese grammar and its historical changes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 時制－テンス・アスペクト 

3. 時制－き・けり 

4. 時制－つ・ぬ 

5. 時制－り・たり 

6. 時制－局面動詞 

7. 時制－結果キャンセル表現 

8. 推量－法助動詞 

9. 推量－べし 

10. 推量－めり 

11. 推量の助動詞 

12. 推量－む 

13. 推量－らむ 

14. 推量－けむ 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG161／日本文学演習 １Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

Students will deepen their understanding of Genji Monogatari, while taking a comprehensive view of the vast history of 

annotations from ancient to modern commentaries, and noting the textual differences among various manuscripts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作

って発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのようなニュアンスの違いを生

むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 日本文学演習１Aで扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

 This seminar will assign course takers specific areas, and have them create and present outlines that order notes covering 

ancient to modern annotations, and that list textual differences among different manuscripts. The course will consider how the 

history of annotations has changed, how minor differences in texts lead to differences in nuance, and other issues. 

 Students will continue reading parts covered in Seminar in Japanese Literature 1A. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（１０） 

12. 担当者による発表（１１） 

13. 担当者による発表（１２） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(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） 

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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■JG162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG162／日本文学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

Students carefully read the text of Soga Monogatari, understand its characteristics, and deepen their understanding of 

relationships in influences among the peripheral literary works known as Sogamono. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

While making careful annotations, students read the assigned texts. While noting the relationship between source materials and 

peripheral materials, the correlation with literary arts of the same period, and aspects of their reproduction in narrative arts 

such as kowakamai dance and monogatari-e pictures, the course illuminates the significance of the literary history of Soga 

Monogatari. Students read the texts closely and experience resonance with their own research themes and areas of interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（複数回）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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発表者は発表資料をもとに報告する． 

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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■JG163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG163／日本文学演習 ３Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西行の恋歌を読む 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西行の恋歌を読むことを通して、彼の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 Saigyo’s waka poetry 

by reading his poems made about love. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西行（1118 ‒1190）は、平安時代後期の優れた歌人である。この演習では、『新古今集』に入集した西行の恋歌を読解する。初

回・二回目は、西行ならびに『新古今集』の和歌について、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。  

 

Saigyo (1118 ‒1190) was as an excellent waka poet of the late Heian period. In this seminar course students will read and 

interpret love poems made by Saigyo selected for “Shin-Kokin shu”. The first and second sessions will be outline lectures on 

the waka poems of Saigyo and “Shin-Kokin shu”, 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. 西行の恋歌について 

2. 『新古今集』の恋歌について 

3. 西行の恋歌を読み解く （１） 

4. 西行の恋歌を読み解く （２） 

5. 西行の恋歌を読み解く （３） 

6. 西行の恋歌を読み解く （４） 

7. 西行の恋歌を読み解く （５） 

8. 西行の恋歌を読み解く （６） 

9. 西行の恋歌を読み解く （７） 

10. 西行の恋歌を読み解く （８） 

11. 西行の恋歌を読み解く （９） 

12. 西行の恋歌を読み解く （10） 

13. 西行の恋歌を読み解く （11） 

14. 西行の恋歌を読み解く （12） 

 

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(50%)/討議への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JG164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG164／日本文学演習 ４Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
俳諧研究－元禄の俳諧を読む－ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧の奥深さやおもしろさを味わいながら、解釈・調査の方法を習得し、近世文学研究の基礎を身につける。 

 

Students will learn various methods of interpreting and researching Haikai, and acquire the basics of modern literary research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

元禄期の京・大坂・江戸の俳人たちの連句に注釈を加え、精読し、作者や地域毎の違い、それぞれの特徴について検討する。 

 

Students will annotate the renku of the poets of Kyoto, Osaka, and Edo during the Genroku period, read them carefully, and 

examine the differences between the authors and regions, and the characteristics of each. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧史と俳諧研究の方法（１） 

3. 俳諧史と俳諧研究の方法（２） 

4. 演習（１） 

5. 演習（２） 

6. 演習（３） 

7. 演習（４） 

8. 演習（５） 

9. 演習（６） 

10. 演習（７） 

11. 演習（８） 

12. 演習（９） 

13. 演習（１０） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG165／日本文学演習 ５Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教文芸研究 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏教文献の精読を通じて、仏教思想に対する理解を深めるとともに、古典文学を複眼的に読み解くための視座を獲得する。 

 

While reading Buddhist texts, students will deepen their understanding of Buddhist thought, enabling them to better understand 

works of classical literature from different perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「『法華経』の文学」 

本演習では、日本において最も重視された仏教経典の一つである『法華経（妙法蓮華経）』を取り上げ、その内容と受容について

検討する。はじめに、『法華経』の本文のうち、重要な箇所を選んで精読し、その後『法華経』の霊験譚を集めた『法華験記』（鎮源

撰述）を輪読することで、前近代における法華経信仰の諸相を考究する。 

 

Literature of The Lotus Sutra 

This seminar focuses on one of the most important Buddhist texts in Japan, The Lotus Sutra (Myōhō renge kyō), examining its 

content and its reception. At first students will do close readings of important excerpts from The Lotus Sutra. Then they will 

take turns reading miracle tales related to The Lotus Sutra that were compiled in Chingen's Hokke genki. This will enable 

students to study various aspects of premodern engagement with The Lotus Sutra. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『法華経』の成立と展開 

3. 『法華経』と日本文学 

4. 受講生による発表 

5. 受講生による発表 

6. 受講生による発表 

7. 受講生による発表 

8. 受講生による発表 

9. 受講生による発表 

10. 受講生による発表 

11. 受講生による発表 

12. 受講生による発表 

13. 受講生による発表 

14. まとめ 

 

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

発表の準備、最終レポートの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(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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■JG167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG167／日本文学演習 ７Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 7B) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

Students will read and interpret texts from the perspectives of problem organization, annotation, and textual analysis, will 

acquire methods and knowledge related to literary research, and will write research papers on their own research themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

５限・６限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提として発表してもらう。 

 

Classes will be held in seminar format using the 5th and 6th hours. In every session, the presenter will prepare an outline and 

give a presentation of about 1 hour, after which the class will discuss the content for 2 hours. Presenters will designate texts 

according to their own research themes, and will give presentations that will be presumably put into print in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 講談社文芸文庫編、2002、『戦後短篇小説再発見 9 政治と革命』、講談社 

 

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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■JG169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG169／日本文学研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「貫戦期」の枠組みで学ぶ２０世紀日本文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後 GHQ占領期（1945-1952）における、メディアと文学について学ぶ 

 

This course introduces media and literature during the GHQ occupation period 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表、ディスカッション、論文執筆、研究指導を行う。 

各自の研究テーマ、論文作成に極力引き付けた発表で構わない。 

 

「貫戦期」の枠組みで、できる限り 1930 年代から 1950 年代までの文芸文化を連続的に捉えるよう試みる。 

キーワード 

検閲、プロパガンダ、インテリジェンス、ヤミ市、貫戦期、冷戦、文学史再考 

 

The aim of this course is to help students acquire the necessary  skills  and  knowledge  needed  to achieve a better 

performance in their studies 

Students will try to capture the literary culture from the 1930s to the 1950s as continuously as possible within the framework 

of the "trans-war " regime. 

Keywords are censorship, propaganda, intelligence, black market, trans-war regime, Cold War, rethinking of literary history 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬授業 

3. 学生研究発表 

4. 学生研究発表 

5. 学生研究発表 

6. 学生研究発表 

7. 学生研究発表 

8. 学生研究発表 

9. 学生研究発表 

10. 学生研究発表 

11. 学生研究発表 

12. 学生研究発表 

13. 学生研究発表 

14. まとめ 

 

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

調査研究を行い発表分担についてレジュメを作成して授業にのぞむ 

授業時のディスカッション、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ、発表内容(40%)/ディスカッションへの積極的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

太宰治「冬の花火」、三島由紀夫「橋づくし」、「荒地派」詩集（鮎川信夫、田村隆一、黒田三郎）、大岡昇平「武蔵野夫人」他、授業

中にも提示 

 

参考文献（Readings） 
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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） 
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■JG170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG170／日本文学研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを、目標とする。 

 

Students will acquire knowledge about Japanese classic works (wahon), and will learn to handle these works properly, 

gain and discover required information from the classic works (bibliographic surveying), 

and become able to accurately convey the information to others (survey research reporting). 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

Students will learn about Japanese classic works (wahon and wakosho) before the Edo period. 

 

At an object, a book appears to say nothing at first glance. 

In truth, however, it speaks garrulously about many things. 

Anyone can listen to or hear its voice. 

However, that voice is also something that can be heard only by those who open their ears and try to listen. 

  

But if one does listen to and follow that voice, 

things will come into view that had been in front of the listener, unseen, all long. 

 

This means not only coming to understand the book as an object, but also becoming able to more deeply understand its 

content. 

  

In the end, the course hopes to deepen understanding to the point that one can feel the breath of books and the people who 

have conveyed them until now. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 書物の成立 序・跋文（講義） 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その１（講義） 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その２（講義・演習） 
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5. 図書館・文庫について① （講義） 

6. 図書館・文庫について② （演習） 

7. 図書館・文庫について③ （講義） 

8. 図書館・文庫について④ （演習） 

9. 諸本と伝本 ① （講義） 

10. 諸本と伝本 ② （演習） 

11. 諸本と伝本 ③ （講義） 

12. 諸本と伝本 ④ （演習） 

13. 古筆切と手鑑 （講義・演習） 

14. 古筆切と短冊 （講義・演習） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG172／日本文学研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「再生産」小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 祐子(IIDA YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
秋学期集中講義 

 

授業の目標（Course Objectives） 

以下の 2 点を授業の目標とする。 

１、作品の独自性を理解する。 

２、文学史的知見を得る。 

 

Students will be able to 

・understand the originality of the work, 

・obtain historical knowledge of literature, 

 

授業の内容（Course Contents） 

「再生産」について書かれた小説を読む。妊娠、出産、母性、母娘関係、ケアなどをキーワードとして、分析する。 

 

Lecture on novels about "reproduction".  Keywords for analysis are pregnancy, childbirth, motherhood, mother-daughter 

relationship, care.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「再生産」領域とは何か 女性文学というジャンル 

2. 講義：樋口一葉「この子」『日本之家庭』1896.1 

3. 講義：野上弥生子「新しき命」『青鞜』1914.4 

4. ディスカッション：近代における再生産領域と小説 

5. 講義：松田解子「乳を売る」『女人芸術』1929.8 

6. 講義：宮本百合子「乳房」『中央公論』1935.4 

7. ディスカッション：プロレタリア文学における再生産領域 

8. 講義：高橋たか子「子供さま」『群像』1969.7 

9. 講義：津島佑子「葎の母」『文藝』1974.8 

10. ディスカッション：戦後における再生産領域と小説 

11. 講義：村田沙耶香『消滅世界』2015.12 

12. 講義：宇佐見りん「かか」『文藝』2019.10 

13. ディスカッション：現在における再生産領域と小説 

14. まとめ：再生産領域の問題性  

 

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

講義のあと、ディスカッションの時間を設ける。授業で取り上げる作品を事前に読み、それぞれの作品の独自性について、意見を

まとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開講日は以下とする。 

11/13、2-5 限 

11/20、2-4 限 
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12/4、2-4 限 

12/11、2-5 限 

 

注意事項（Notice） 
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■JG173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG173／日本文学研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 5B) 

担当者名 

（Instructor） 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG310 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

This is a self-directed course for acquiring thorough knowledge and understanding of diverse methods and viewpoints for 

research into Japanese literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

As a student-led self-directed course, the course will organize projects such as exercises, surveys, or reading sessions under 

clear themes and awareness of issues. Students will receive guidance and advice from the instructor in line with their themes, 

focused on the self-directed activities of all participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 
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注意事項（Notice） 
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■JG174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG174／日本文学研究 ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

に、基礎をふまえて応用する力を身につけることを目指す。 

 

As a part of their academic writing, students will aim to acquire applied capabilities, based on fundamentals, for working out 

research themes and methods and creating reports and research papers, with an eye toward their master's degree theses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、実際にアウトプットして検討する。具体的には、任意の作品を対象とした受講生のレポートを素材として、分析・検討

をした上で、ディスカッションを行う。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。 

 

Course takers will build up practical training in thinking logically about their own research themes and methods, and will actually 

output and examine these in the form of outlines and texts. More specifically, a discussion will be conducted after analyzing and 

examining the student's report on an arbitrary work as a material. The class plans will be adjusted appropriately in line with the 

wishes and capabilities of course takers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. 前期レポートの報告①（書式・論旨） 

3. 前期レポートの報告②（構成・先行研究との距離） 

4. レポートの準備①作品の概要執筆 

5. レポートの準備②概要のハイライト 

6. レポートの準備③先行研究のまとめ 

7. レポートの準備④先行研究の批判的検討 

8. レポートの準備⑤本文引用＋解釈サンプル 

9. レポートの作成①レポートプランの作成 

10. レポートの作成②レポートの自己点検項目設定 

11. レポートの作成③レポート第１稿についての意見交換 

12. レポートの作成④ブラッシュアップと分量調整 

13. レポートの作成⑤レポート第２稿についての意見交換 

14. 授業のまとめ、第３稿の目標 

 

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

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の実践につなげていくこと。なお、実践のためのテクストとして

は、岡本かの子「鮨」を予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

岡本かの子「鮨」は授業時に配布予定。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 

2. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・原則として日本文学研究６Ａを履修した者が受講することが望ましい。 

・この授業は、オンライン授業（授業時間における ZOOM を用いた授業）で行います。所連絡、課題の提示・提出などには、

Blackboard を用います。（2021.9.3 変更） 

【変更前】 

・原則として、受講は日本文学研究６Ａを履修した者に限る。 

・初回については対面実施とし、以後は履修者との相談により決定する（数回は、オンラインの回を設定予定）。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG176／中国文学研究 ２ 

(Studies in Chinese Literature 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG372 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアにおける古典について漢文によって書かれたものを中心に知識を深め、現代文明が直面する課題に対して人文知の面

から考える智恵を身につける。 

 

On a classic in the East Asia, you deepen knowledge of some master pieces written in Chinese character (Kanbun), and you 

may wear wisdom to think about from an aspect of the humanities intellect for the problem that modern civilization faces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉川幸次郎『古典について』（筑摩書房、1966 年）は中国文学研究の大家吉川幸次郎が日本漢学の古典について初学者向けに

わかりやすく解説した名著である。久しく絶版の状態が続いたが、2021 年に講談社学術文庫から復刊されて入手しやすくなる。

そこでこの機会に同書を講読し、中国古典学についての知識を修得するとともに、あわせてそこから現代を生きる日本人に役に

立つ智恵を汲み取る。 

 

Kojiro Yoshikawa, who was a one of greatest scholars of Chinese literature in 20th century, wrote a book  “Koten ni 

tuite“ (Chikuma-Shobo, 1966) . It  was out of print for a long time, and will be reissued in April, 2021. In this class we shall read 

it for studying classics in East Asia and draw helpful wisdom up to us Japanese living in the present society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要の説明 

2. 「古典」について 

3. 日本における中国古典受容の歴史１：古代・中世 

4. 日本における中国古典受容の歴史 2：近世 

5. 『論語古義』と『論語徴』 

6. 伊藤仁斎 

7. 伊藤東涯 

8. 安積澹泊 

9. 本居宣長 1：漢学からの影響 

10. 本居宣長２：漢学への批判 

11. 安井息軒 

12. 明治時代の漢学 

13. 20 世紀の漢学 

14. まとめ 

 

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

指定した教科書についてはあらかじめ予習読書しておくこと。下記参考書及び授業中に紹介する関連書籍について、復習として

自修することにより知見を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川幸次郎、2021、『古典について』、講談社学術文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田亀鑑、1991、『古典学入門』、岩波書店 (ISBN:4003318412) 

2. 二松学舎大学文学部、2017、『改訂新版 中国学入門: 中国古典を学ぶための 13 章』、勉誠出版 (ISBN:4585200338) 

3. 吉川幸次郎、2015、『漢文の話』、筑摩書房 (ISBN:4480090274) 

4. 吉川幸次郎、1984-1987、『吉川幸次郎全集』、筑摩書房 (ISBN:4480746013) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG181／日本語学演習 ２ 

(Seminar in the Japanese Language 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学研究法 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

Students will learn specialized techniques concerning research methods for Japanese linguistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、雑誌『日本語の研究』で取り上げられた任意の論考について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その

発表に対して受講者全員で討議することになる。発表に際しては、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などについて論

点を提示しつつ、他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で関連研究の調査分析などを

行うことがある。 

 

Students will consider and examine studies taken up in the journal Nihongo no Kenkyu, and will determine assigned areas and 

make presentations on these, followed by discussion among all course takers. When making presentations, students will be 

required to put together outlines covering prior research, research objectives, research methods, current status and prospects, 

etc., and to convey these in simple terms to other course takers while putting forth points for discussion. Investigation and 

analysis of related research may be undertaken by all course takers as necessary. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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。 
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注意事項（Notice） 
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■JG182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG182／日本語学研究 １Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法変化の研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文法変化がいかなるものなのか、それをどう捉えればいいのか理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to explore current approaches to outstanding problems in grammatical change in Japanese. 

 

授業の内容（Course Contents） 

小柳智一『文法変化の研究』（くろしお出版、2018 年）を読み進めます。著者の意図するところをくみとりながら、内容を過不足なく

押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解決方法を見出します。 

 

Students will summarize and critically review each chapter of Koyanagi, Tomokazu’s (2018) Bumpō Henka no Kenkyū (Studies 

on Grammatical Changes in Japanese), Tokyo: Kurosio Publishers. For their presentations, students will be required to put 

together outlines covering prior research, research objectives, research methods, current status and prospects, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小柳智一、2018、『文法変化の研究』、くろしお出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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します。 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 
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注意事項（Notice） 
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■JG183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG183／日本語学研究 ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PG354 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

Students will be able to grasp the whole picture of classical Japanese grammar and explain the outline of historical changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの１４講から２０講を取り上げる

計画である。 

 

Subscribe to textbooks to give an overview of classical Japanese grammar and its historical changes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 反実仮想 

3. 意思 

4. 勧誘 

5. 希望 

6. 疑問 

7. 形容詞 

8. 連用修飾 

9. 形容動詞 

10. 副詞 

11. 連体修飾 

12. 準体句 

13. 格助詞 

14. 格の代換 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 269 - 

■JH121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH121／フランス文学演習 １Ａ 

(Seminar in French Literature 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ケベックにおける移住者文学を講読しながら，ケベック社会の多様性や間文化性を考察する。 

 

Students will study diversity and interculturality of Quebec society by reading migrant writing in modern Quebec.  

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化が進み，国境の概念が揺らいできている今日，フランス文学についても，フランス語圏を視野に入れることによって

より鮮明に見えてくるものがあるのではないだろうか。ケベック州は 1960 年代に起きた「静かな革命」により伝統社会から一気に

近代化した。カナダに留まりつつも，北米における独自のフランス語文化を育んでいる興味深い地域である。 

Kim Thúy（1968-）はヴェトナム戦争のさなかにサイゴンで生まれ，10 歳のときにボートピープルとしてケベックに到着した。通訳，

弁護士，レストラン経営などさまざまな職業を経験したのち，2010 年に作家デビューし，以来，子供時代の過酷な体験やケベック

到着後の多様な体験をもとにした自伝的フィクションを発表して多くの読者を得ている。授業では，彼女が 2016 年に刊行した Vi
を講読しながら，ケベックの歴史や社会を振り返り，フランス語を核にしてさまざまな出自をもつ人々が共生する現代ケベックの姿

を考察する。 

 

As globalization is taking place, the concept of national border is blurring, so students will be able to see French literature 

clearer by examining French-speaking areas. Quebec province leaped from traditional to modern society with the Quiet 

Revolution of the 1960s. While staying in Canada, it is an interesting area that has cultivated its French language culture in 

North America. 

Kim Thúy (1968-) was born in Saigon during the Vietnam War and arrived in Quebec as a boat people at the age of 10. After 

having experienced various professions such as interpreter, lawyer, restaurateur, she made her debut as a writer in 2010. Since 

then, she has published autobiographical fictions based on the harsh experiences of her childhood and various experiences after 

arriving in Quebec. In class, by readingVi published in 2016, students will reflect on Quebecois history and society and will 

analyze modern Quebec where people of various descendants live and revolve around French language.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概略カナダの歴史 

3. 概略ケベックの歴史と社会 

4.  Vi  講読（１） 

5. Vi  講読（2） 

6.  Vi  講読（3） 

7.  Vi  講読（4） 

8.  Vi  講読（5） 

9.  Vi  講読（6） 

10.  Vi  講読（7） 

11.  Vi  講読（8） 

12.  Vi  講読（9） 

13.  Vi  講読（１0） 

14.  Vi  講読（１1） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（出席，口頭発表）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 小畑精和・竹中豊編著、2009年、『ケベックを知るための 54章』、明石書店 (ISBN:ISBN978-4750329512) 

2. ジェラール・ブシャール著、2017 年、『間文化主義』、彩流社 (ISBN:ISBN978-4-7791-2431-0) 

3. キム・チュイ、2012 年、『小川』、彩流社 (ISBN:ISBN978-4779118227) 

 

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） 

 

 

  



 - 271 - 

■JH122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH122／フランス文学演習 １Ｂ 

(Seminar in French Literature 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代詩を代表する詩人イヴ・ボヌフォワ（Yves Bonnefoy, 1923-2016）が場所をめぐって展開する思索を講読することによ

り，現代社会における芸術創造の根幹に関わる問いについて考察できるようになる。 

 

Students will read the contemplations on places of Yves Bonnefoy (1923-2016), a poet representing modern French poetry, to 

acquire ability to analyze fundamental questions about art creation in modern society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボヌフォワは 1953 年に処女詩集『ドゥーヴの動と不動』を発表して以降，詩集のみならず，多くの詩論や美術評論，神話事典の

編纂，シェイクスピアをはじめとする外国文学の翻訳等を通して，文学創造，ひいては芸術創造全般にたいする根本的な問いに

ついて思索を巡らせた詩人である。2016 年にその生涯を閉じたが，彼が問いかけた問題は今もインパクトを失っていない。 

ボヌフォワの詩作は言葉によって現前（プレザンス）を表現する試みに集約できるが，その根源にあったのが「此処と他所」の和解

の問題だった。「此処」に現前しているものを表現することをみずからの詩の使命としながら，「他所」にたいする誘惑も断ちがたい

詩人。授業では昨年に引き続き，1972 年に発表した『奥の国（後背地）』の講読を通して，この問題を考察する。昨年とは異なる

部分を講読するので，初回の授業でこれまで読んだ部分を要約・解説する。また，あわせて詩作品も講読する。 

 

Bonnefoy published his first collection of poems Du mouvement et de l'immobilité de Douve in 1953. Since then, he has 

contemplated on wide variety of fundamental questions surrounding art and literature creation. He did this not only through 

poetry collections, but also through poetic theory, art critic, compilation of a mythological encyclopedia, and translation of 

foreign literatures such as Shakespeare. Although he has departed in 2016, the questions he asked have not lost their impact.  

Bonnefoy’s poems can be summarized in an attempt to express “présence” in words. Their roots lie in reconciliation of “here 

and there”. As a poet, he has taken up his poetic calling to represent here in present, but he was hard-pressed to reject 

temptation of “there”.  

This class will be sequel to last year. Students will read L'Arrière-pays (Hinterland)  published in 1972 and analyze this 

question. Students will read different parts than last year. During the first class, parts already read will be summarized and 

explained. In addition, students will also read his poems.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. L’Arrière-pays 講読（１） 

3. L’Arrière-pays 講読（２） 

4. L’Arrière-pays 講読（３） 

5. L’Arrière-pays 講読（４） 

6. L’Arrière-pays 講読（５） 

7. L’Arrière-pays 講読（６） 

8. L’Arrière-pays 講読（７） 

9. L’Arrière-pays 講読（８） 

10. L’Arrière-pays 講読（９） 

11. L’Arrière-pays 講読（10） 

12. L’Arrière-pays 講読（11） 

13. L’Arrière-pays 講読（12） 

14. L’Arrière-pays 講読（13） 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は，毎回の授業で行う。 



 - 272 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（口頭発表や質疑応答）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水茂編・訳、1993 年、『イヴ・ボヌフォワ詩集』、小沢書店 (ISBN:ISBN978-4755140037) 

2. 阿部良雄他訳、2002 年、『ありそうもないこと－存在の詩学』、現代思潮社 (ISBN:ISBN978-4329010148) 

3. 小倉和子、2003 年、『フランス現代詩の風景』、立教大学出版会 (ISBN:ISBN978-4901988018) 

 

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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■JH161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH161／フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む（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） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説作品を読みながら，同時に小説の分析の仕方を学ぶ。 

 

While reading typical novels from France in the nineteenth century, learn how to analyze novels at the same time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

十九世紀の小説は基本的に恋愛小説であり、当然のことながら男と女が出会うシーンが出てきます。この授業では色々な作家の

作品から男女の出会いのシーンを特別に取り上げて、それを精読していきます。バルザック、スタンダール、フローベール、ゾラと

いった代表的な作家の作品を読みながら、フランスの近代小説に親しむことを目指します。もちろん可能ならば、他の世紀の作家

の作品も読みたいと考えています。 

 

The novels of the nineteenth century are basically romance novels, and naturally there are scenes where men and women meet. 

In this class, we will specially take up the scenes of the encounter between men and women from the works of various writers 

and read it carefully. While reading the works of representative authors such as Balzac, Stendhal, Flaubert, and Zora, we aim to 

familiarize yourself with modern French novels. Of course, if possible, We would like to read the works of writers from other 

centuries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

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

授業では抜粋しか扱わないが、翻訳を使ってもかまわないので、なるべく自分で作品全体を読むようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Jean Rousset. 1981. Leurs yeux se rencontrèrent. José Corti 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JH162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH162／フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む（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） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説家の短編作品を読みながら、同時に批評や研究の方法について考える。  

 

Students will read short works from iconic fiction authors from 19th century France and think about criticism and research 

methods.  

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は短い作品を読み切ることを目標に、短編小説を精読したい。取り上げるテキストは学生と相談して決めることになるが、

とりあえずメリメやモーパッサンなどが候補になる。またフランス語のテキストの精読と並行して，文学テキストの分析の仕方を学

ぶため，批評にも触れていきたい。 

 

In the fall semester, We will read short stories carefully. The texts to be picked up will be decided in consultation with the 

students, but for the time being, Merimee and Maupassant are candidates. In parallel with reading the French text carefully, We 

would like to touch on criticism in order to learn how to analyze literary texts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う作品以外にも、翻訳でかまわないので、できるだけたくさんの作品に触れてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田稔、1991、『フランス傑作短編選』、岩波文庫 (ISBN:4003258819) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH163／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

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） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

後期課程用科目コード：PH303 

【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 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、修士論文を書くうえで役

に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

Students will read French text carefully and learn about methodology of literature research that will help them to write their 

graduate thesis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

 

Students will learn how to analyze and discuss literary texts in French.  

Students will apply reading technique they have learnt on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から原則としてオンラインで実施し、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。 
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注意事項（Notice） 
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■JH164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH164／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プルースト『失われた時を求めて』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 昌文(OGURO 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） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルースト『失われた時を求めて』の精読をとおして、文学研究に必要な読解力と批評力を深める。 また、修士論文執筆に役立

つ文学研究の方法を習得する。 

 

Students will read French (A la recherche du temps perdu) text carefully and learn about methodology of literature research 

that will help them to write their graduate thesis.  

 

授業の内容（Course Contents） 

『失われた時を求めて』の主要な場面を取り上げて丁寧に読んでゆく。精読に際しては、２０世紀初頭の文学動向や文化的・社会

的コンテクストを学ぶとともに、文学作品の多角的な分析方法に親しむ機会ともする。  

 

Students will select main scenes from the fiction and read them carefully in order to learn early 20th century literature 

movement, cultural and social contexts. Students will also have opportunity to familiarize themselves with multi-facet analysis 

method of literatures.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から原則としてオンラインで実施し、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します。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH165／フランス文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH305 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

Students will learn the Morden French philosophy and learn about methodology of literature research, by reading French text.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

Students will deepen the techniques of reading texts and learn the basic flow of modern though ｂy reading the important texts 

of French contemporary thought and literary criticism in the original text. 

Students should not only prepare for the text carefully, but also thoroughly study basic concepts before participating. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH166／フランス文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH306 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

Students will learn the Morden French philosophy and learn about methodology of literature research, by reading French text.  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

Students will deepen the techniques of reading texts and learn the basic flow of modern though ｂy reading the important texts 

of French contemporary thought and literary criticism in the original text. 

Participants should not only prepare for the text carefully, but also thoroughly study basic concepts before participating. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH170／フランス文学特殊研究 ５Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス政治哲学への招待：（ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿から） 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH310 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある古典的テクスト（おそらくジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿－受講生と相談）を精読しつつ、そこから過去

の、現在のフランス、フランスの政治、政治制度、政治思想について多角的に考えます。 

 

Students will read carefully Jean-Jacques Rousseau’s Du Contrat Social ou Essai sur la forme de la République (Manuscrit de 

Genève), and think about past and present France, French policy, political system, and political thinking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある古典的テクスト（おそらくジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿－受講生と相談）の精読を通じて、西欧政治

思想史とその諸問題のみならず、フランスとは何か、フランス革命とは何か、近代民主主義とは何か、政治文化とは何か、さらに

は宗教と政治の関係についても概観を示します。 

 

By reading  Jean-Jacques Rousseau’s Du Contrat Social ou Essai sur la forme de la République (Manuscrit de Genève), 

students will be shown outlines of history of western Europe thinking, its various issues, what is France, what is French 

Revolution, what is modern democracy, what is political culture, and relationship between religion and politics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

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

テクストの読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。参考文献は、初回授業で指示します。日本語でおすすめ

の文献は、残念ながらほとんどありません。ただし、翻訳でルソー『社会契約論』を読んでおいてください。現時点で精読しようと考

えているのはこの有名な書物のいわゆる前段階のバージョンです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(20%)/テクスト理解度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献等については一回目の授業で指示する。翻訳でルソー『社会契約論』を読んでおいてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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初回のみオンラインで実施し、受講生と相談して、授業形態を決めたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH181／フランス語学特殊研究 １Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH351 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis. Students will read French texts carefully. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行い、学生自身による研究発表も行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語の文法についての初歩的な説明を行った後、テクストの抜粋などを読む。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, which are required in 

French literature research. Students will receive specific training according to their interests and levels and make their own 

presentations. 

In addition, students will be briefed on history of French language. After the initial explanation of old French language grammar, 

students will read extracts of medieval romance story. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方、図書館ガイダンス 

5. 古フランス語入門１ 

6. 古フランス語入門２ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 学生発表１ 

13. 学生発表２ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンラインの仏語辞書サイト 

http://micmap.org/dicfro/ 
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立教大学 Master of Writing, Master of Presentation 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofWriting.pdf 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofPresentation.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■JH182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH182／フランス語学特殊研究 １Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PH352 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

Students will learn literature research methods required to write their graduate thesis and read French texts carefully. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った作品のほか、他の時代のテクストを取り上げ、精読を行う。あわせて背景となるフランスの文化や歴史についても案内を行

う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

Students will be introduced to methods to select subjects, research literatures, and compose thesis, while receiving specific 

training. In addition to works introduced in the spring semester, students will select and read carefully several texts of other 

centuries. At the same time, students will be introduced to background French culture and history. 

Students will also make simple presentations on their research subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. フランス語の歴史、フランス語文法の確認 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

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

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフランス語学特殊研究１Aを受講していることが望ましい。 

初回から原則としてオンラインで実施し、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。 
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注意事項（Notice） 
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■JH191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH191／フランス語学演習１Ａ 

(Seminar in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (I) 

担当者名 

（Instructor） 
グロワザール(GROISARD JOCELYN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、フランス語作文（dissertation）の方法を習得することである。学習を通じて、口頭発表の準備の仕方、小論文の構想

のまとめ方、小論文の執筆技法といった実践的な能力が得られる。 

 

In this class, you will learn a specific writing technique in French called "dissertation". In the process, you will also practice the 

techniques of oral exposition, paper composition, and text redaction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業での学習を通じて、論理的に構築された文章をフランス語で執筆する能力を発展させる。的確な論理にもとづいて自分

の考えを明瞭に述べる練習が行われる。 

また、十分に練られた筋道（問題の提示、議論の展開、結論）に即して自分の考えを構成して文章を作成する。 

本演習での学習はフランス語作文の技法を習得するのに役立つが、より広義には、自分の考えを表現するためにフランス語で書

き表わす能力全般の訓練になる。 

 

Thanks to this class, you will develop your ability to write texts in French with a firm logical structure. This will improve your 

general capacity to express yourselves in a logical way. 

Besides, you will also enhance your linguistic level in French by practicing various exercices of oral exposition, reading, and 

writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「dissertation」とは何か 

2. 自分の考えを表現する 

3. 自分の考えを根拠づける 

4. 適切な例を示す 

5. 作文の構成法 I : 文章の構想 

6. 作文の構成法 II ：構想の種類の例 

7. 導入部の書き方 I : 主題の提示 

8. 導入部の書き方 II : 主題の問題化 

9. 導入部の書き方 III : 筋書の告知 

10. 議論のつなげ方 

11. 結論の書き方 I : 自分の考えを要約する 

12. 結論の書き方 II : 肝心な考えに注目させる 

13. つづり・文法の確認の方法 

14. 執筆した作文の講評 

 

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） 

授業中の発表(30%)/宿題(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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対面授業の頻繁は未定。感染状況や大学の指示に応じて決定し、毎週、授業方法を履修者に予めご報告します。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH192／フランス語学演習１Ｂ 

(Seminar in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture académique en français (II) 

担当者名 

（Instructor） 
グロワザール(GROISARD JOCELYN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、フランス語作文（dissertation）の方法を習得することである。学習を通じて、口頭発表の準備の仕方、小論文の構想

のまとめ方、小論文の執筆技法といった実践的な能力が得られる。 

 

In this class, you will learn a specific writing technique in French called "dissertation". In the process, you will also practice the 

techniques of oral exposition, paper composition, and text redaction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業での学習を通じて、論理的に構築された文章をフランス語で執筆する能力を発展させる。的確な論理にもとづいて自分

の考えを明瞭に述べる練習が行われる。 

また、十分に練られた筋道（問題の提示、議論の展開、結論）に即して自分の考えを構成して文章を作成する。 

本演習での学習はフランス語作文の技法を習得するのに役立つが、より広義には、自分の考えを表現するためにフランス語で書

き表わす能力全般の訓練になる。 

 

Thanks to this class, you will develop your ability to write texts in French with a firm logical structure. This will improve your 

general capacity to express yourselves in a logical way. 

Besides, you will also enhance your linguistic level in French by practicing various exercices of oral exposition, reading, and 

writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「dissertation」とは何か 

2. 自分の考えを表現する 

3. 自分の考えを根拠づける 

4. 適切な例を示す 

5. 作文の構成法 I : 文章の構想 

6. 作文の構成法 II ：構想の種類の例 

7. 導入部の書き方 I : 主題の提示 

8. 導入部の書き方 II : 主題の問題化 

9. 導入部の書き方 III : 筋書の告知 

10. 議論のつなげ方 

11. 結論の書き方 I : 自分の考えを要約する 

12. 結論の書き方 II : 肝心な考えに注目させる 

13. つづり・文法の確認の方法 

14. 執筆した作文の講評 

 

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） 

授業中の発表(30%)/宿題(30%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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対面授業の頻繁は未定。感染状況や大学の指示に応じて決定し、毎週、授業方法を履修者に予めご報告します。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH195／フランス語学演習３Ａ 

(Seminar in the French Language 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

（Instructor） 
ルーセル，Ｆ．(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. 

Les objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants, notamment pour ceux préparant des examens ou 

concours. 

 

The general objective of this class is to help students build on their French writing and oral expression skills in an academic 

context. Specific objectives will be established according to student needs, in particular for students preparing exams or 

competitions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale préparée à l'avance. 

Puis l'essentiel du cours sera consacré à une activité approfondissant une technique académique particulière, la plupart du 

temps à l'écrit. Chaque type de production écrite sera mis en pratique sous forme de devoir. La correction collective en classe 

permettra de mettre l'accent sur les principales difficultés de mise en forme et d'expression (reformulation). 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions. Les 

types de travaux abordés pourront être par exemple : le résumé, la synthèse, l'essai argumentatif, la dissertation. 

Une petite partie du cours pourra éventuellement être consacrée à un exercice de traduction (thème) donné sous forme de 

devoirs : la traduction étant aussi un moyen efficace de progresser en composition française. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre, respectant les formes académiques, 

et portant si possible sur son domaine de recherches. 

 

Each session will begin with a short conversation exchange or short oral presentation which will be prepared in advance. 

The class will mainly center on activities that strengthen a specific academic technique, mostly in writing. Students will have to 

write essays as a homework assignment. Classroom feedback activities will address the main challenges regarding structure and 

expression (wording). 

The priority will be to correct language errors and to improve style and the overall structure of essays. Assignments may 

include: a summary, an argumentative essay, or a composition. 

A section of the lesson may include a translation exercise (into French) to complete as a homework assignment: translation 

exercises are also an effective way to make progress in writing a French essay. 

Finally, each student will also have to deliver at least one long oral presentation per semester, respecting academic 

methodologies, and if possible relevant to the student’s field of research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  Les principales formes académiques d'expression en français (1) 

2.  Les principales formes académiques d'expression en français (2) 

3.  Les principales formes académiques d'expression en français (3) 

4.  Rédiger un résumé (1) 

5.  Rédiger un résumé (2) 

6.  Rédiger un résumé (3) 

7.  Rédiger une synthèse (1) 

8.  Rédiger une synthèse (2) 

9.  Rédiger une synthèse (3) 
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10.  Rédiger un essai argumentatif ou une dissertation (1) 

11.  Rédiger un essai argumentatif ou une dissertation (2) 

12.   Rédiger un essai argumentatif ou une dissertation (3) 

13.  Exposés de fin de semestre (1) 

14. Exposés de fin de semestre (2) 

 

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

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer... 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Participation en classe(10%)/Grand exposé(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH196／フランス語学演習３Ｂ 

(Seminar in the French Language 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ecriture academique en français 

担当者名 

（Instructor） 
ドゥルマズール(DELEMAZURE RAOUL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Améliorer la rédaction académique en français  (articles, mémoire de Master) 

 

授業の内容（Course Contents） 

méthodologie de la recherche 

méthodologie de l'écriture académique à partir d'exercices et de conseils personnalisés 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Définir sa recherche : objet 

2. Définir sa recherche : corpus 

3. Définir sa recherche : période 

4. rédiger une introduction 

5. Faire un plan 

6. Rédiger l'annonce du plan 

7. Exprimer clairement les idées principales 

8. Trouver et organiser des arguments 

9. Illustrer son propos par des exemples 

10. Analyser ses exemples au sein d'une argumentation 

11. Faire des transitions 

12. Faire une conclusion 

13. Relecture du résumé en français du mémoire de Master ou exercice de fin de semestre 

14. Relecture et correction du résumé en français du mémoire de Master ou des exercices de fin de semestre 

 

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

Écrire chaque semaine en français un paragraphe argumenté 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/oral test(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI154／ドイツ文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in German Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホフマンの作品を読む 

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） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 18th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ホフマンの作品（『くるみ割り人形とねずみの王様』『砂男』など）を抜粋で講読する。精読と要約を繰り返しながら、ドイツ語の読解

力を養成し、さまざまな解釈の可能性について考える。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Hoffmann's work. While close reading and summarizing, students will develop German reading comprehension 

and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。翻訳を予め通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI155／ドイツ文学特殊研究２Ｂ 

(Study in German Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘッセ『荒野の狼』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、19 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 19th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヘッセの長編小説『荒野の狼』を講読する。精読と要約を繰り返しながら、ドイツ語の読解力を養成し、さまざまな解釈の可能性に

ついて考える。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Hesses "Der Steppenwolf". While close reading and summarizing, students will develop German reading 

comprehension and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。翻訳を予め通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI156／ドイツ文学特殊研究７Ａ 

(Study in German Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から初期の代表作『バール』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論

する。 

 

Students will read "Baal", one of Brecht’s iconic dramas in his early time, while using related public performances, reference 

materials, and films for discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認） 

2. 『バール』の紹介。 

3. 『バール』を読む。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI157／ドイツ文学特殊研究７Ｂ 

(Study in German Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ブレヒトの戯曲の読解を通して，なぜ彼の戯曲が現代でも繰り返し上演されるのか，その魅力を探る。 

 

Students will read carefully Brecht’s dramas to explore their appeals and to understand why these dramas are still played 

repeatedly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ブレヒトの戯曲の中から初期の代表作『バール』を取り上げて読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げて議論

する。 

 

Students will read "Baal", one of Brecht’s iconic dramas in his early time, while using related public performances, reference 

materials, and films for discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認） 

2. 『バール』を読む。 

3. 第二回の続き。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて毎回の授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI162／ドイツ文学特殊研究１Ａ 

(Study in German Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

In this course, students read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業の内容（Course Contents） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

Students are instructed to read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業計画（Course Schedule） 

1. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

2. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

3. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

4. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

5. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

6. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

7. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

8. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

9. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

10. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

11. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

12. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

13. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを準備する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI163／ドイツ文学特殊研究１Ｂ 

(Study in German Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

In this course, students read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業の内容（Course Contents） 

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

Students are instructed to read Alexander von Humboldt's Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. 
 

授業計画（Course Schedule） 

1. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

2. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

3. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

4. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

5. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

6. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

7. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

8. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

9. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

10. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

11. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

12. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

13. Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Alexander von Humboldt: Ideen zu einer Geographie der Pflanzen を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを準備する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI168／ドイツ文学特殊研究 ８Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Die Wahlverwandtschaften (Johann Wolfgang von Goethe). 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen den Roman lesen und mit Hilfe von Sekundärliteratur eigenständig interpretieren.  

 

The students should read the novel and interpret it independently with the help of secondary literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Roman bietet schier endlose Möglichkeiten der Interpretation. Um einen präzisen Blick auf den Text zu wahren, bedarf es 

deshalb einer theoretisch fundierten Herangehensweise. Im vorliegenden Fall soll dies mit Hilfe von René Girards Mimesis-

Theorie erfolgen. Die Studierenden werden deshalb gleichermaßen mit Girards theoretischem System und mit Goethes Text 

vertraut gemacht, ehe sie zu einer selbstständigen Interpretation gelangen.  

 

 

The novel offers a great variety of possible interpretations. In order to keep the focus on the text, a theoretically well-founded 

approach is required. Therefore, we try to use René Girard's theory of mimetic desire.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Goethes Wahlverwandtschaften: Einführung 

2. René Girards Theorie des mimetischen Begehrens: Einführung 

3. Textanalyse und Interpretation 

4. Textanalyse und Interpretation 

5. Textanalyse und Interpretation 

6. Textanalyse und Interpretation 

7. Textanalyse und Interpretation 

8. Textanalyse und Interpretation 

9. Textanalyse und Interpretation 

10. Textanalyse und Interpretation 

11. Textanalyse und Interpretation 

12. Textanalyse und Interpretation 

13. Textanalyse und Interpretation 

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

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

Textlektüre (Primär- und Sekundärliteratur); die japanische Übersetzung des Romans kann zur Unterstützung herangezogen 

werden.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Kopien werden verteilt 

 

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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■JI169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI169／ドイツ文学特殊研究 ８Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literatur und Film 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In diesem Kurs wird das Wechselverhältnis von Literatur und Film anhand von drei Klassikern der Literaturverfilmung analysiert. 

 

This course analyzes the relationship between literature and film.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Arthur Schnitzlers Traumnovelle, Thomas Manns Tod in Venedig und Max Frischs Homo Faber werden in Hinblick auf das 

Verhältnis von Literatur und Film besprochen.  

 

Arthur Schnitzler's dream novella, Thomas Mann's death in Venice and Max Frisch's Homo Faber will be discussed with regard 

to the relationship between literature and film. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung: Zum Verhältnis von Literatur und Film 

2. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

3. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

4. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

5. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

6. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

7. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

8. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

9. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

10. Max Frisch: Homo Faber 

11. Max Frisch: Homo Faber 

12. Max Frisch: Homo Faber 

13. Max Frisch: Homo Faber 

14. Zusammenfassung, Ausblick 

 

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

Textlektüre, Filmanaylse 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI170／ドイツ語学特殊研究１Ａ 

(Study in the German Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テキスト精読およびドイツ語でのコメント執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語テキストを精読する。 

 

Students will be able to read German texts precisely. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語論文ないしは著書から毎週一定量を講読する。 

 

Students will read a certain amount of academic  texts every week. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回講読 

2. 第 2 回講読 

3. 第 3 回講読 

4. 第 4 回講読 

5. 第 5 回講読 

6. 第 6 回講読 

7. 第 7 回講読 

8. 第 8 回講読 

9. 第 9 回講読 

10. 第 10 回講読 

11. 第 11 回講読 

12. 第 12 回講読 

13. 第 13 回講読 

14. 第 14 回講読 

 

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

毎回担当分を予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■JI171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI171／ドイツ語学特殊研究１Ｂ 

(Study in the German Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テキスト（学術論文）精読およびドイツ語でのコメント執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト（学術論文）を精読し，読解力を養う。 

 

Students will read carefully these textbooks (academic thesis) to cultivate their reading and comprehension skills. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式で行う。ドイツ語学・文学研究の基礎となる状況に精通する。 

 

The class will be in seminar format. Students will become adept in cases that are foundations of German linguistic and literary 

researches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト講読（１） 

2. テキスト講読（２） 

3. テキスト講読（３） 

4. テキスト講読（４） 

5. テキスト講読（５） 

6. テキスト講読（６） 

7. テキスト講読（７） 

8. テキスト講読（８） 

9. テキスト講読（９） 

10. テキスト講読（１０） 

11. テキスト講読（１１） 

12. テキスト講読（１２） 

13. テキスト講読（１３） 

14. テキスト講読（１４） 

 

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

授業で講読する箇所を準備した上で授業にのぞむ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI176／ドイツ文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in German Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイネッケ『世界市民主義と国民国家』を読む 

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） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語原典の一次文献および二次文献を正確に、批判的に読む訓練を行う。ドイツ語圏文化研究の分野における研究のフロン

ティアについて知識を習得しつつ、自ら問題設定を行い、自律的な研究活動を遂行する力を養う。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures in German correctly and critically. Students acquire knowledge 

about different research fields and topics in German cultural studies. Through these trainings students will develop the ability to 

carry out their research activities autonomously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度はコスモポリタニズムをテーマとする。コスモポリタニズム（世界市民主義）は、近代の啓蒙思想において掲げられて以降、

近現代世界に通底する理念である。「高邁であるが欠陥もある理念」（ヌスバウム）としてコスモポリタニズムについての議論は今

日まで途絶えることがない。この授業では、マイネッケの『世界市民主義と国民国家』（1907 年）を読み、コスモポリタニズムをめぐ

るドイツの古典的な議論について知識を習得するとともに、現代における議論についても考察する。 

 

Students will read "Weltbürgertum und Nationalstaat" written by Friedrich Meineck (first published in 1907). The idea of 

cosmopolitanism, “a noble but flawed ideal” (M.C. Nussbbaum), has not lost its significance until today. In reading Meinecke’s 

text, students acquire basic knowledge of the classical German debate over cosmopolitanism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、文献の紹介 

2. テクスト読解と議論（1）  

3. テクスト読解と議論（2）  

4. テクスト読解と議論（3）  

5. テクスト読解と議論（4）  

6. テクスト読解と議論（5）  

7. テクスト読解と議論（6）  

8. テクスト読解と議論（7）  

9. テクスト読解と議論（8）  

10. テクスト読解と議論（9）  

11. テクスト読解と議論（10）  

12. テクスト読解と議論（11）  

13. テクスト読解と議論（12）  

14. まとめ 

 

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

毎回担当者を決め、担当者による訳読発表を中心に授業を進めていくが、予習は全員が行う。扱うテクストだけでなく、授業で紹

介する文献も自ら読んでいく積極的な姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業への参加度(60%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合は、成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 
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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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■JI177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI177／ドイツ文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in German Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイネッケ『世界市民主義と国民国家』を読む 

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） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語原典の一次文献および二次文献を正確に、批判的に読む訓練を行う。ドイツ語圏文化研究の分野における研究のフロン

ティアについて知識を習得しつつ、自ら問題設定を行い、自律的な研究活動を遂行する力を養う。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures in German correctly and critically. Students acquire knowledge 

about different research fields and topics in German cultural studies. Through these trainings students will develop the ability to 

carry out their research activities autonomously. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度はコスモポリタニズムをテーマとする。コスモポリタニズム（世界市民主義）は、近代の啓蒙思想において掲げられて以降、

近現代世界に通底する理念である。「高邁であるが欠陥もある理念」（ヌスバウム）としてコスモポリタニズムについての議論は今

日まで途絶えることがない。春学期に引き続き、この授業では、マイネッケの『世界市民主義と国民国家』（1907 年）を読み、コス

モポリタニズムをめぐるドイツの古典的な議論について知識を習得するとともに、現代における議論についても考察する。 

 

Students will read "Weltbürgertum und Nationalstaat" written by Friedrich Meineck (first published in 1907). The idea of 

cosmopolitanism, “a noble but flawed ideal” (M.C. Nussbbaum), has not lost its significance until today. In reading Meinecke’s 

text, students acquire basic knowledge of the classical German debate over cosmopolitanism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、文献の紹介 

2. テクスト読解と議論（1）  

3. テクスト読解と議論（2）  

4. テクスト読解と議論（3）  

5. テクスト読解と議論（4）  

6. テクスト読解と議論（5）  

7. テクスト読解と議論（6）  

8. テクスト読解と議論（7）  

9. テクスト読解と議論（8）  

10. テクスト読解と議論（9）  

11. テクスト読解と議論（10）  

12. テクスト読解と議論（11）  

13. テクスト読解と議論（12）  

14. まとめ 

 

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

毎回担当者を決め、担当者による訳読発表を中心に授業を進めていくが、予習は全員が行う。扱うテクストだけでなく、授業で紹

介する文献も自ら読んでいく積極的な姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業への参加度(60%) 

正当な理由なく 3 回以上欠席した場合は、成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 
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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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■JI178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI178／ドイツ文学特殊研究 ６Ａ 

(Study in German Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀のドイツ語の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 哲彦(HIYAMA TETSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀のドイツ語の詩を読む 

 

Students will read 20th-century German poetry. 

 

授業の内容（Course Contents） 

”Jahrhundertgedaechtnis, Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert" をもとにして、毎回２つ～３つの詩を読み進めてゆく。 

ひとつの詩について、一人の担当者から、レポート（日本語訳、解釈、その他の必要な事項など）を提出してもらい、それにもとづ

いてディスカッションを展開してゆく。 

 

Based on "Jahrhundertgedächtnis. Deutsche Lyrik im 20. Jahrhundert", students read two or three poems each time. Students 

will submit a report (Japanese translation, interpretation, etc.) for one poem.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩を読む① 

2. 詩を読む② 

3. 詩を読む③ 

4. 詩を読む④ 

5. 詩を読む⑤ 

6. 詩を読む⑥ 

7. 詩を読む⑦ 

8. 詩を読む⑧ 

9. 詩を読む⑨ 

10. 詩を読む⑩ 

11. 詩を読む⑪ 

12. 詩を読む⑫ 

13. 詩を読む⑬ 

14. 詩を読む⑭ 

 

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

それぞれの詩にかんする事柄や歴史上の出来事に視野を広げつつ、詩が書かれた時代を縦断的かつ横断的に考えてレポート

を作成していただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 生野・檜山編訳、『ドイツ名詩選』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI184／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

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） 
GRL5840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI311 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院在籍の院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school 

students will take this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表担当者は事前に概要を告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI185／ドイツ語教育特殊研究 １Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

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） 
GRL6840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI312 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

Students will train their ability to conduct research presentation and academic discussion. Through these, students will master 

basics of German language education. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が履修する。 

 

Students will acquire systematic and theoretical standards in the grammar and vocabulary knowledge required to teach German 

language with instructors' perspective. To do that, students also will connect their purposes and cultural interests in linguistic 

education with the basic German grammar and vocabulary assigned to learners, and discuss them. In addition, students will give 

research presentations related to their research subjects. All attendees will participate in discussion. All graduate school 

students will take this class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JI188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI188／ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Oka Masao in Wien: Ein japanisch-österreichischer Wissenschaftskontakt 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI321 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa 

 

授業の内容（Course Contents） 

Oka Masao (1898‒1982) gilt als Begründer der Japanologie an der Universität Wien sowie als einer der Gründerväter der 

japanischen Ethnologie. Von 1929 bis 1935 studierte er Völkerkunde in Wien und promovierte mit einer Arbeit zu den 

„Kulturschichten in Alt-Japan“. Von 1938 bis 1940 wirkte er an der Universität Wien als Leiter des neugegründeten Instituts für 

Japankunde. Nach seiner Rückkehr nach Japan spielte er zunächst eine leitende Rolle in der Gründung des Insituts für 

ethnische Studien (Minzoku Kenkyūjo), das wissenschaftliche Erkenntnisse für die effiziente Verwaltung der japanischen 

Kolonien liefern sollte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bildeten seine Thesen zu Kulturschichten in Alt-Japan dann den 

theoretischen Rahmen für die sogenannte Reitervolk-Hypothese (kiba minzoku setsu) vom kontinentalen Ursprung der 

japanischen Kaiserfamilie. In diesem Kurs werden wir das Werk Okas anhand deutscher und japanischer Forschungsliteratur und 

Primärquellen untersuchen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Hybridität von Okas Forschung, die japanische und 

europäische (insbesondere deutsche) Konzepte kombinierte und dadurch zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangte. 

Auch Okas Einstellung zu Faschismus, Nationalsozialismus und Kolonialismus werden im Kurs diskutiert. 

 

Oka Masao (1898‒1982) is known as both the founder of Japanese Studies at the University of Vienna and one of the founding 

fathers of Japanese ethnology. From 1929 to 1935, he studied ethnology in Vienna and obtained a doctoral degree with his 

dissertation on “Cultural Strata in Ancient Japan”. From 1938 to 1940, he served as director of the newly founded Institute of 

Japanese Studies at the University of Vienna. After his return to Japan, he played a leading role in the founding of the Ethnic 

Research Institute (Minzoku Kenkyūjo), which had the task of providing scientific knowledge relevant for the efficient 

government of Japan’s colonies. After the end of World War II, Oka’s theses about cultural strata in ancient Japan served as 

the theoretical framework for the so-called Horserider Theory (kiba minzoku setsu) of the Japanese imperial family’s 

continental origins. In this course, we will examine Oka’s work based on German and Japanese research literature and primary 

sources. A special focus will be placed on the hybrid nature of Oka’s research, which reached new insights by combining 

Japanese and European (especially German) concepts. Oka’s attitude towards fascism, Nazism, and colonialism will be 

discussed as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 

7. 6. Übersetzung 
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8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

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

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(60%)/Mitarbeit im Unterricht(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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■JI189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI189／ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Murakami Haruki als Autor von "Weltliteratur" in Deutschland 

【変更前】Der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur (2021.6.17 変更) 

担当者名 

（Instructor） 

ドゥッペル(DUPPEL-T. MECHTHILD) 

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) (2021.6.17 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） 
GRL6842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PI322 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Durch die Vorbereitung des Unterrichtsmaterials und die Diskussion darüber in der Veranstaltung soll gelernt werden, 

literaturwissenschaftliche und literarische Texte zu lesen und seine Meinung über den Inhalt auf Deutsch zu äußern. Mit dem 

Kurzreferat wird geübt, ein Thema zu recherchieren und zu präsentieren. 

 

【変更前】Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand 

deutsch-japanischerund japanisch-deutscher Übersetzungen 

 

Through the preparation of the course material and the discussion of it in the course, participants should learn to read literary 

texts and to express their opinion about the content in German. The short presentation is used to practise researching and 

presenting a topic. 

 

【変更前】Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to 

Japanese and vice versa 

 

授業の内容（Course Contents） 

Murakami Haruki ist der wohl weltweit am meisten beachtete japanische Gegenwartsautor. Auch in Deutschland sind seine 

Werke Bestseller und werden nicht mehr als "japanische Literatur", sondern als "Murakami-Literatur" wahrgenommen. Was sind 

ihre Kennzeichen - und ist Murakami-Literatur Weltliteratur? Welche Stellung nimmt Murakami Haruki als Autor in Deutschland 

ein? 

In der Veranstaltung werden zunächst Konzepte von Weltliteratur und Nationalliteratur sowie die historische Aufnahme 

japanischer Literatur in Deutschland thematisiert, gefolgt von der Untersuchung des Erfolgswegs Murakamis auf dem 

deutschsprachigen Buchmarkt. Im Mittelpunkt sollen dabei Rezensionen zu Murakami im Feuilleton stehen und die 

Übersetzungen seiner Werke selbst.  

 

【変更前】Die historische Aufarbeitung der Nazi-Zeit und des Holocaust im gegenwärtigen Deutschland wird international häufig 

als vorbildlich gelobt.Insbesondere in Japan wird die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Kriegsverantwortung oft der 

angeblichenGeschichtsvergessenheit der japanischen Gesellschaft gegenübergestellt. In diesem Kurs werden wir aus der 

Perspektive derkulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung die historische Entwicklung des öffentlichen Holocaust-

Gedenkens in Deutschlandnachzeichnen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Historikerstreit von 1986/87 sowie 

auf gegenwärtigen Forderungen derrechtspopulistischen politischen Partei „Alternative für Deutschland“ (AFD) nach einer 

„erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“. 

 

Murakami Haruki is probably the most acclaimed contemporary Japanese author worldwide. In Germany, too, his works are 

bestsellers and are no longer perceived as "Japanese literature" but as "Murakami literature". What are its characteristics - 

and is it world literature? What is Murakami Haruki`s position as an author in Germany? 

The course will first discuss concepts of world literature and national literature as well as the historical reception of Japanese 

literature in Germany, followed by an examination of Murakami`s path to success on the German-language book market. The 

focus will be on reviews in the feuilleton and the translations of Murakami Haruki`s works themselves. 

 

【変更前】Germany’s treatment of the Nazi period and the Holocaust is often praised as exemplary. Especially in Japan, 

Germany’s coming to termswith its war responsibility is often contrasted with Japanese society’s alleged unwillingness to 

assume responsibility for wartimeatrocities. In this course, we will trace the historical development of public Holocaust memory 

in Germany from the perspective ofcultural memory studies. Special focus will be placed on the Historikersteit (historians’ 
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dispute) of 1986/87 and on recent demands bythe right-wing populist political party “Alternative for Germany” (AFD) for a “180 

degree turn of memory politics” in Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung 

【変更前】Organisatorische und thematische Einführung 

2. Definitionen 1 

Was ist "Weltliteratur"? 

【変更前】1. Übersetzung 

3. Definitionen 2 

Was ist "Nationalliteratur"? 

【変更前】2. Übersetzung 

4. Zur Geschichte der Übersetzung japanischer Literatur in Deutschland 

【変更前】3. Übersetzung 

5. Deutsche Übersetzungen von Murakamis Werken bis zum Jahr 2000 

【変更前】4. Übersetzung 

6. Das »Literarische Quartett« 

【変更前】5. Übersetzung 

7. Zur Rezeption von Murakami Haruki im deutschsprachigen Feuilleton (1) 

【変更前】6. Übersetzung 

8. Zur Rezeption von Murakami Haruki im deutschsprachigen Feuilleton (2) 

【変更前】7. Übersetzung 

9. »Murakami« in Deutschland heute 

【変更前】8. Übersetzung 

10. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (1) 

【変更前】9. Übersetzung 

11. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (2) 

【変更前】10. Übersetzung 

12. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (3) 

【変更前】11. Übersetzung 

13. Murakami Haruki und die Weltliteratur 

【変更前】12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

【変更前】Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

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

Lesen von Unterrichtsmaterialien wie Übersetzungen und Zeitungsartikeln (ca. 2 Seiten pro Woche); 

Vorbereitung eines 5-10-minütigen Kurzreferats  

 

【変更前】Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mitarbeit im Unterricht(60%)/Kurzreferat(40%) 

【変更前】平常点(In-class Points) 100％ (Abgegebene Übersetzungen (60%) 、Mitarbeit im Unterricht (40%)) (2021.6.17 変更) 

 

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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■JJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ101／現代文明学特殊研究 １ 

(Research on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

２時限連続（隔週開講） 

後期課程用科目コード：PJ301 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を身につける。 

 

In this course, students will learn a broad range of research methods unique to this field of study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等），その一部として，修士論文準備段階の人は，自分の研究テーマにとって重要な最近の書籍を１点取り上げ，書評の執筆

を進めてもらう。 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each 

other’s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous 

methods of mutual academic criticism. At the same time, students will learn how to make handouts and write reports, while 

learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. 

Specifically, this course will cover the following main topics. 

1. Reporting research conducted up until now (the gist and structure of the paper, reporting by section, future topics, etc.) 

2. Report of research currently in progress (Each section of the paper/the specific gist of each section, what does it shed light 

on, or rather which parts proceed via trial and error, etc.). As a part of this, students who are preparing their master’s thesis will 

pick up an important, recent publication relating to their research theme and write a review of it. 

3. Paper writing progress reports 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length. As part of course 

discussions, students will look over each other’s drafts. 

Specific details will be explained during the first class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1 報告の主な内容としては，『境界を越えて』合評、修士論文中間報告，前期課程 1 年による研究報

告，書評執筆の中間報告を含む。以下同様） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 
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14. 総括（第７回-2） 

 

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

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物（学術的書評もしくは研究経過報告）(30%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

 隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

提出物のうち書評については，立教比較文明学会紀要『境界を越えて』への投稿を想定している。査読をクリアするよう，夏休み

期間中にも引き続きブラッシュアップすることが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ102／現代文明学特殊研究 ２ 

(Research on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学の表現論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平岡 紘(HIRAOKA 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ308 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「表現」をめぐる哲学の基礎的概念・理論を理解する。 

・哲学やその隣接領域（文学や文芸時評など）のテクストを読解するための方法を身につける。 

 

The objectives of this course are   

(1) to understand basic philosophical concepts and theories of expression. 

(2) to learn how to interpret texts of philosophy and its relevant fields (literature, literary criticism, etc.) 

 

授業の内容（Course Contents） 

表現とは何か。何か（例えば語や絵画）が何かを表現するとはどういうことなのか。表現によって何が表現されるのか。こうした問

いをめぐって現代哲学は様々な観点から奥深い考察を展開してきたが、これらは、文学や文芸批評等、哲学の隣接領域におい

ても重要な問題である。 

この授業では、表現について考える上で重要な参照項となるメルロ＝ポンティの論考「間接的言語と沈黙の声」を精読する。それ

を通じて、表現とは何かを哲学的に考察するとともに、哲学およびその隣接領域のテクストを読解する方法を習得することを目指

す。 

フランス語原典を読むか邦訳を読むかについては、参加者のフランス語力を考慮して決定する。 

 

What is “the expression”? How should we understand that something (e.g. a word, a picture) expresses something? What is 

expressed by an expression? Contemporary philosophers reflect on these questions deeply and from various perspectives, but 

these are also important subjects in relevant fields of philosophy (literature, literary criticism, etc.). 

In this course, we read an important essay by Maurice Merleau-Ponty, entitled "Indirect Language and the Voices of Silence", 

to think about “the expression” philosophically and to learn how to interpret texts of philosophy and its relevant fields. 

Whether to read the original French edition or the Japanese translation depends on students' French skills. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. まとめ 

 

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

履修者はテクストの毎回の講読箇所をあらかじめ丁寧に読んでおくこと。 

講読担当者はその箇所についてレジュメを作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(100%) 

講読を一回以上担当することを単位認定の要件とする。 
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テキスト（Textbooks） 

1. モーリス・メルロ＝ポンティ（廣瀬浩司編訳）、2020、『精選 シーニュ』、筑摩書房 (ISBN:4480510028) 

2. Maurice Merleau-Ponty. 2001. Signes. Gallimard (ISBN:9782070417407) 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ105／現代文明学特殊研究 ５ 

(Research on contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批判論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

２時限連続（隔週開講） 

後期課程用科目コード：PJ302 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文明学基礎研究を進める。研究交流の場を提供する。 

 

In this course, students will conduct basic research in comparative civilizations studies. This course will serve as a means to 

exchange research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に

厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に，ハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等

で通用する実践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に，所定の分量（4,000 字程度）の文章化した原稿を配付物とすること。

議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。最終的には修士論文１章分相当の文章（10,000 字程度）を提出してもらう。 

 

The goal of this course is for students to grow through working diligently, writing reports and constructively criticizing each 

other’s work. Rather than having them shut themselves away with their research, this course will teach students rigorous 

methods of mutual academic criticism. Again, at the same time, students will learn how to make handouts and write reports, 

while learning how to compose a paper. Students will receive practical training that will come in handy at academic conferences. 

In each case for the report, along with an outline, students will provide an essay draft of a designated length (around 4,000 

characters). As part of course discussions, students will look over each other’s drafts. Eventually, students will turn in an essay 

roughly equivalent to the size of one section of a master’s thesis (about 10,000 characters). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 研究交流会（第２回-1） 

4. 研究交流会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

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

各自の報告準備が当然必要。そのほかは履修登録後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり、「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ108／現代文明学演習 １ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人口と歴史（Demography and History ） 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口学の観点から歴史を考察する。 

 

To study on social history from viewpoint of demography. 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれ担当する国または地域を定め、その地における歴史的な変遷を人口学の視点から検討する。 

 

Each student should examine the historical transition in the area or  country which he/she selects from the perspective of 

demography . 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人口と歴史の関連を検討する。 

2. 歴史人口学とは何か（その成立） 

3. 歴史人口学：イングランド 

4. 歴史人口学：近世日本 

5. 歴史人口学的研究：中国 

6. 履修者の報告（その 1） 

7. 履修者の報告（その 2） 

8. 履修者の報告（その 3） 

9. 履修者の報告（その 4） 

10. 履修者の報告（その 5） 

11. 履修者の報告（その 6） 

12. 履修者の報告（その 7） 

13. 少子高齢化と地域創成 

14. 少子高齢化と地域創生 

 

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

人口史・歴史人口学に関する書籍を１冊以上を選び、事前に予習しておくこと。 

テキストを第 5 回演習時までに読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参画度(50%)/演習における口頭発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2020、『人口の中国史』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431843-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ109／現代文明学演習 ２ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 元紀(SAITO MOTOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゴットフリート・ベーム『図像の哲学――いかにイメージは意味をつくるか』を読み解き、イメージをめぐる解釈学的思考を学ぶとと

もに、さらにそれを深め、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

In this course, students read Gottfried Bohm’s “Wie Bilder Sinn erzeugen. die Macht des Zeigens” to learn about his 

hermeneutical thoughts about images. Besides deepening students' understanding of the subject, this course aims for them to 

acquire the ability to  think better critically and philosophically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

イメージとは何か。西洋哲学はこの問題をめぐり、さまざまな議論を展開してきた。ゴットフリート・ベームは、さまざまな図像や芸

術作品を解釈することにより、イメージをめぐる思考を探求している。この授業では、ベームの『図像の哲学』を読み解き、イメージ

をめぐる解釈学的思考を学ぶとともに、さらにそれを深め、みずから批判的かつ哲学的に思考しうる力を身につけることをめざ

す。 

 

What is an image? Western philosophy has developed various debates over this issue. Gottfried Bohm seek his thoughts on 

images by interpreting various iconography and works of art. In this course, students read Bohem’s “Wie Bilder Sinn erzeugen. 

die Macht des Zeigens,” learning about hermeneutical thought on "image." Besides deepening their understanding of subject, 

this course aims for students to acquire the ability to think better in a critical and philosophical manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：図像の哲学――像の解釈学が意味するもの 

2. 『図像の哲学』読解①第一章「「見せること」の背景」 

3. 『図像の哲学』読解②第二章「言語の彼方」 

4. 『図像の哲学』読解③第三章「聖像破壊」 

5. 『図像の哲学』読解④第四章「開けた地平線」 

6. 『図像の哲学』読解⑤第五章「眼と手のあいだ」 

7. 『図像の哲学』読解⑥第六章「イコン的知」 

8. 『図像の哲学』読解⑦第七章「痕跡と感知力」 

9. 『図像の哲学』読解⑧第八章「図像の連続的活動」 

10. 『図像の哲学』読解⑨第九章「表現と装飾」 

11. 『図像の哲学』読解⑩第十章「未規定性」 

12. 『図像の哲学』読解⑪第十一章「概念と図像」 

13. 『図像の哲学』読解⑫第十二章「絵画の力」 

14. 『図像の哲学』読解⑬第十三章「存在の増加」 

 

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

議論を深めるため、毎回事前にテキストを読み、その意味を自分なりにひととおり理解したうえで参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所報告(35%)/出席および議論参加度(65%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ゴットフリート・ベーム、2017年、『図像の哲学――いかにイメージは意味をつくるか』、法政大学出版局 (ISBN:4588010662) 

2. Gottfried Boehm. 2017. Wie Bilder Sinn erzeugen: Die Macht des Zeigens. LBerlin University Press (ISBN:3737413037) 

日本語訳を基本とし、ドイツ語原書も適宜参照する。 
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参考文献（Readings） 

1. W. J. T. Mitchell. 1987. Iconology: Image, Text, Ideology. University of Chicago Press (ISBN:0226532291) 
2. G. Boehm (Hg.). 2006. Was ist ein Bild?. Fink Wilhelm GmbH + Co.KG (ISBN:3770529200) 
 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ110／現代文明学演習 ３ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアにおける古典について漢文によって書かれたものを中心に知識を深め、現代文明が直面する課題に対して人文知の面

から考える智恵を身につける。 

 

On a classic in the East Asia, you deepen knowledge of some master pieces written in Chinese character (Kanbun), and you 

may wear wisdom to think about from an aspect of the humanities intellect for the problem that modern civilization faces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉川幸次郎『古典について』（筑摩書房、1966 年）は中国文学研究の大家吉川幸次郎が日本漢学の古典について初学者向けに

わかりやすく解説した名著である。久しく絶版の状態が続いたが、2021 年に講談社学術文庫から復刊されて入手しやすくなる。

そこでこの機会に同書を講読し、中国古典学についての知識を修得するとともに、あわせてそこから現代を生きる日本人に役に

立つ智恵を汲み取る。 

 

Kojiro Yoshikawa, who was a one of greatest scholars of Chinese literature in 20th century, wrote a book  “Koten ni 

tuite“ (Chikuma-Shobo, 1966) . It  was out of print for a long time, and will be reissued in April, 2021. In this class we shall read 

it for studying classics in East Asia and draw helpful wisdom up to us Japanese living in the present society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要の説明 

2. 「古典」について 

3. 日本における中国古典受容の歴史１：古代・中世 

4. 日本における中国古典受容の歴史 2：近世 

5. 『論語古義』と『論語徴』 

6. 伊藤仁斎 

7. 伊藤東涯 

8. 安積澹泊 

9. 本居宣長 1：漢学からの影響 

10. 本居宣長２：漢学への批判 

11. 安井息軒 

12. 明治時代の漢学 

13. 20 世紀の漢学 

14. まとめ 

 

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

指定した教科書についてはあらかじめ予習読書しておくこと。下記参考書及び授業中に紹介する関連書籍について、復習として

自修することにより知見を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川幸次郎、2021、『古典について』、講談社学術文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田亀鑑、1991、『古典学入門』、岩波書店 (ISBN:4003318412) 

2. 二松学舎大学文学部、2017、『改訂新版 中国学入門: 中国古典を学ぶための 13 章』、勉誠出版 (ISBN:4585200338) 

3. 吉川幸次郎、2015、『漢文の話』、筑摩書房 (ISBN:4480090274) 
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4. 吉川幸次郎、1984-1987、『吉川幸次郎全集』、筑摩書房 (ISBN:4480746013) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ111／現代文明学演習 ４ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
池口 明子(IKEGUCHI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では，自然環境や資源利用と社会組織形成の関係に関する人類史的な議論をおこない，その視角を批判的に考察する

こと目標とする． 

 

This seminar aims to discuss the framework to understand the role of biophysical environment in shaping human society 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェームズ・C・スコット著，立木勝訳（2020）『反穀物の人類史』を輪読し，著者の視点や方法，資料を批判的に検討する．毎回の

報告担当者を決めて，担当者は担当章の要点をまとめてレジュメを作成し，論点を提示する．参加者は該当箇所を批判的に読ん

だうえで議論に参加する． 

 

The participants read critically the chapters in Scott, J.C. "Against the grain" 2017 and discuss significance, applicability, and 

accountability of the framework. The reporter prepares a resume for each seminar which should includes the points for 

discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 報告１と議論 

3. 報告２と議論 

4. 報告３と議論 

5. 報告４と議論 

6. 報告５と議論 

7. 報告６と議論 

8. 報告７と議論 

9. 報告８と議論 

10. 報告９と議論 

11. 報告１０と議論 

12. 報告１１と議論 

13. 報告１２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） 

参加者は議論に先立って本を読んでおくこと．発表担当者は当日までにレジュメを作成して参加者に配布すること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論の準備(50%)/議論の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・C・スコット、2019、『反穀物の人類史』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08865-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ112／現代文明学演習 ５ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界観論 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある時期まで、日本の文芸批評は同時代の人文知をリードする存在であった。この授業では中村光夫、平野謙の文芸批評を精

読する。 

 

Up until a certain point, Japan’s literary criticism acting as a leading force for its humanities knowledge of the same era. In this 

course, we will intensively reading the literary criticism of Mitsuo Nakamura and Ken Hirano. 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者は毎回レジュメ作成（教科書の読解＋引用文献の読解）。その後でディスカッション。各自の積極的な参加を期待する。

『日本近代文学評論選 昭和篇』を事前に入手しておくこと。 

 

Each class, the instructor will write a summary (reading comprehension of the textbook and the reference literature). Following 

this, discussions will be held. Each student will be expected to actively participate. Students will need to procure a copy of “The 

Selection of Modern Japanese Literary Criticisms (Showa Era)” in advance. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストの読解＆討議 

3. テクストの読解＆討議 

4. テクストの読解＆討議 

5. テクストの読解＆討議 

6. テクストの読解＆討議 

7. テクストの読解＆討議 

8. テクストの読解＆討議 

9. テクストの読解＆討議 

10. テクストの読解＆討議 

11. テクストの読解＆討議 

12. テクストの読解＆討議 

13. テクストの読解＆討議 

14. テクストの読解＆討議 

 

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

受講者はテクストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ119／文明工学特殊研究 ２ 

(Research on Civilization Technology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考察力を向上させ、自己の見解を論理的に表現する力を養う。 

 

In this course, students sharpen their analytical skills, fostering the ability to express their views logically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクストを各自が現代的視点を交えながら読解してゆく。自己の感性を大切にしながらオリジナリティのある考察を行う。考察の

過程を受講生の間で共有し、ディスカッションする。受講生のリクエストにも応じる。 

テクスト（コピー配布）：ミシェル・フーコー「これはパイプではない」（岩佐訳、小林、石田、松浦編『フーコー・コレクション３』ちくま学

芸文庫、2006 年。）／多木浩二『「もの」の詩学』（岩波現代文庫、2006 年。）テオドール・Ｗ・アドルノ『不協和音 管理社会におけ

る音楽』（三光、高辻訳、平凡社ライブラリー、1998 年。）／ロラン・バルト「この古きもの、芸術」（沢崎訳『美術論集 アルチンボル

ドからポップ・アートまで』みすず書房、1986 年。） 

 

In this course, students adopt their own modernistic viewpoints by reading various texts. Students share the investigation 

process, engaging in group discussions. 

Text： Michel Foucault Dits et ecrits, Ceci n'est pas une pipe／Theodor W. Adorno Dissonanzen, Musik in der verwalteten Welt 

etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読、プレゼンテーション(1) 

3. 文献講読、プレゼンテーション(2） 

4. 文献講読、プレゼンテーション(3) 

5. 文献講読、プレゼンテーション(4) 

6. 文献講読、プレゼンテーション(5) 

7. 文献講読、プレゼンテーション(6) 

8. 文献講読、プレゼンテーション(7) 

9. 文献講読、プレゼンテーション(8) 

10. 文献講読、プレゼンテーション(9) 

11. 文献講読、プレゼンテーション(10) 

12. 文献講読、プレゼンテーション(11) 

13. 文献講読、プレゼンテーション(12) 

14. 総括 

 

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

自己の研究の充実を目指し、さまざまな文献を読み、考察し、執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ120／文明工学特殊研究 ３ 

(Research on Civilization Technology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ304 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を読解できるようになることを目標とする。あわせて中国哲学の基本的語彙について学び、

文明工学的視点からそれらを活用する能力を修得する。 

 

In this class, we aim for becoming able to read and understand a document of the Chinese philosophy using the pronouncing 

Chinese classics in the Japanese way method. We learn about basic vocabulary of the Chinese philosophy in total and acquire 

ability to apply them in from a viewpoint of the civilization engineering. 

 

授業の内容（Course Contents） 

真徳秀『大学衍義』を講読する。同書は朱子学の立場から人倫について解説している。この中から数段を選び出して講読すること

によって、中国哲学における基礎概念についてまなぶ。講読では江戸時代の和刻本をテキストとして用いることで、現在の標準

的な訓点とは異なる当時の訓点の付け方も学ぶ。 

 

The text book in this class is Zhen Dexiu’s Daxue Yanyi. 

We learn about some basic concepts of Chinese philosophy by reading the book, which was written from the stand point of 

Neo-Confucianism. Also we learn how to translate classical Chinese into Japanese by using the block-book of the Edo era. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要説明 

2. 中国思想史・文化史の概観 

3. 朱子学について 

4. 講読と討論（１） 

5. 講読と討論（２） 

6. 講読と討論（３） 

7. 講読と討論（４） 

8. 講読と討論（５） 

9. 講読と討論（６） 

10. 講読と討論（７） 

11. 講読と討論（８） 

12. 講読と討論（９） 

13. 朱子学の人間本性論について 

14. まとめ 

 

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

テキスト講読箇所の予習は全員必須。授業で教示した諸事項について参考文献・サイトを調べることで復習することにより知識と

して定着させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 真徳秀、1787、『大学衍義』、皇都書林 

テキストは講読対象箇所を授業においてプリントもしくは電子データ（PDF）で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田虔次、1978、『大学・中庸』、朝日新聞社 

2. 土田健次郎、2013-2015、『論語集注』、平凡社 (ISBN:9784582808414) 
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3. 小島毅、2013、『朱子学と陽明学』、筑摩書房 (ISBN:9784480095695) 

4. 小島毅、2021、『中国思想と宗教の奔流』、講談社 (ISBN:9784065221433) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ122／文明工学特殊研究 ５ 

(Research on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化施設経営論 

担当者名 

（Instructor） 
岩渕 潤子(IWABUCHI JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期集中講義 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化施設の運営に資する情報デザイン、及び、地域型アートイベントについての動向を理解し、より効果的に発展させていくため

の提案を行う。昨今のソーシャル・メディアの利活用を前提とするハリウッド型のコンテンツ・マーケティングについて事例を研究

し、議論する。 

 

In this course, students will get an understanding of information design, which is instrumental in the operation of cultural 

facilities, as well as the trends of regional art events. We will also think of proposals to help them grow more effectively. In this 

course, we will research and discuss examples of Hollywood style content marketing, which predates the recent advent of social 

media use. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化施設を廻る環境は、いつの時代も、国力の盛衰と共にめまぐるしい変化にさらされてきた。現代の日本社会の中で可能な芸

術支援のあり方を検証する。また、文化施設といえども避けて通ることのできない情報化について、ウェブを活用した顧客情報分

析、ソーシャル・メディアの使い方など、文化施設の運営に資する情報デザインを検証する。新聞・雑誌の記事、ウェブなどの資料

を議論の素材として準備し、全員参加で討論を進めていく。経済効率の改善が文化施設の運営、芸術活動の発展とどう関係する

のかを中心に議論したい。非営利の芸術だけでなく、商業芸術のあり方についても議論する。 

授業は：８月３日（月）、４日（火）、６日（木）、７日（金)を予定しています。なお、詳細については登録前に必ず学部事務１課経由で

担当者に連絡をとるようお願いします。 

 

The environments surrounding cultural facilities, in all eras, undergo hectic changes with the rising and falling of national power. 

We will inspect the current state of feasible support of the arts within present day Japan. Furthermore, we will learn about 

computerization, which one cannot avoid when discussing cultural facilities. We will inspect patron information analysis using the 

web, the ways of using social media, as well as information design, which is instrumental in the operation of cultural facilities. We 

will prepare newspaper and magazine articles as well as web sources to be used as discussion topics, debating with every 

student participating. We intend to focus discussion on how better economic efficiency relates to the development of art 

activities and the operation of cultural facilities. We will discuss not only the state of non-profit arts, but that of commercial 

arts as well. 

Classes are planned for: 8/3 (Mon), 8/4 (Tues), 8/6 (Thurs), and 8/7 (Fri). Please note that one should make sure to contact 

the instructor via the staff of Section 1 at the department office for the details before registering for the course. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アートマネジメントとは何か？ 芸術と商業芸術のマネジメントの違いについて 

2. 非営利のためのアートマネジメント：美術館の場合 

3. 非営利のためのアートマネジメント：オペラ、オーケストラ、バレエについて。組織運営と施設運営の違い 

4. 非営利のためのアートマネジメント：観客を維持し、増やすための教育プログラムについて 

5. 非営利のためのアートマネジメント：予算の成り立ち・・・日米欧の違い 

6. 商業的なアートマネジメント；映画と商業演劇・・・日米欧の違い 

7. 商業的なアートマネジメント；世界各地の映画祭、演劇祭の意味すること 

8. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの I （人材育成） 

9. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの II （配給システム） 

10. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの III （マーケティングとマーチャンダイジング） 

11. 映画産業を支える周辺のシステム：フィルムコミッションの意味するところ 

12. エンタメ産業を支えるファン・ベースト・マーケティングとコンベンション 

13. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

14. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

 

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

必要に応じて授業内で関連 URLを予め告知、コピー資料を配布。都内美術館・博物館での展覧会見学なども行う予定。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の課題(30%)/出席および授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩渕潤子、2014、『ヴァティカンの正体』、筑摩書房 

2. 岩渕潤子、2004、『美術館で愛を語る』、PHP新書 

3. 岩渕潤子、2020、『NY午前０時 美術館は眠らない』、朝日新聞社 

＊夏期集中講義なので設置日程について注意して下さい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://agrospacia.com/ 

【2021.3.25 以下追記】昨年同様、この夏期集中講義はオンライン(Zoom)で行います。履修希望者は事前に岩渕宛にメールでご

連絡ください。オンラインでゲストもお招きしての授業の詳細について事前に相談させていただきます。例年だと美術館などへ赴

き、専門家のお話を伺っていますが、昨年と今年は専門家のゲストもオンラインで登場して頂きお話をして頂きます。学生の皆さ

んからどんな分野の方の話を聞きたいかご希望があれば、早めにお知らせ下さい。授業の開始までに、本科目専門の授業支援

ブログサイトを作るので必ず確認するようにして下さい。 

 

注意事項（Notice） 

授業実施日：8 月 2 日（月）、3日（火）、5 日（木）、6 日（金） 1時限～5 時限 

教室：6210   
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■JJ125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ125／文明工学演習 ２ 

(Seminar on Civilization Technology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化形態論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に続き、芥川賞作品を継続して読む。今学期は 80 年代にはいるため、大きな背景として、反核運動やバブル景気、チェル

ノブイリ原発事故などがある。社会との動きのなかで文学作品を理解したい。 

 

This course aims for students to read works that have won the Akutagawa Prize. Continuing from the spring semester and by 

reading specific works, students read the history of the Akutagawa Prize given to new writers who represent Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

８０年代は大きな変容の時代で、そうした劇的な変化と、社会の動きを両面から捉えたい。 

 

This course aims to help students understand the great changes of the 1970s.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 加藤幸子『夢の壁』 

2. 唐十郎『佐川君からの手紙』 

3. 笠原淳『杢二の世界』 

4. 高樹のぶ子『光抱く友よ』 

5. 木崎さと子『青桐』 

6. 米谷ふみ子『過越しの祭』 

7. 村田喜代子『鍋の中』 

8. 池澤夏樹『スティル・ライフ』 

9. 三浦清宏『長男の出家』 

10. 新井満『尋ね人の時間』 

11. 南木佳士『ダイヤモンドダスト』 

12. 李良枝『ナピタリョン』 

13. 大岡玲『表層生活』 

14. 瀧澤美恵子『ネコババのいる町で』 

 

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

春学期にも書いたが、作品の周囲の状況にも目配りしつつ、文化史的な文献にも目を配りたい。 

 

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(20%)/プレゼンテーション(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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■JJ126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ126／文明工学演習 ３ 

(Seminar on Civilization Technology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguro と J.M.Coetzee 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Kazuo Ishiguro と J.M.Coetzeeの作品を通じて、現代文学、現代社会について考察する 

 

We will read the work of two major contemporary novelists, Kazuo Ishiguro and J. M. Coetzee, and consider the situation of 

contemporary literature and world.  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではまだ現役で活躍する二人のノーベル賞作家 Kazuo Ishiguro (1954-)と J. M. Coetzee(1940-)の作品を読みながら現

代世界及び現代の世界文学について考察します。日本出身でイギリスで活躍するイシグロと南アフリカ出身で現在オーストラリア

に住むクッツェーの間にはあまり接点がないように見えますが、たとえば、人間とそうでないもの（クローンや動物）の境界につい

て問う「ポストヒューマン」という枠組みで比較されるほか、現代社会における文学、芸術の位置についての考察、現代の「世界文

学」との関係など共通する要素もあります。この授業ではイシグロの新作 Klara and the Sun(2021)とクッツェーの代表作

Disgrace(1999)  を読むことを通じてそのような問題について深く考察します。関連する評論も読む予定です。 

 

In this course, we will read the work of two Nobel laureates who are still writing today:  Kazuo Ishiguro (1954-)and J. M. 

Coetzee (1940-). Ishiguro was born in Japan but has established himself in England. Coetzee is from South Africa but now lives 

in Australia. They thus seem to be very different. However, they have been compared in terms of the concept of 'posthuman' 

since both question the boundary between human and non-human (clones or animals). They both embody the conditions of 

'world literature' today and they pursue similar themes such as the status of serious art in contemporary society. In this course  

we will read Ishiguro's newest novel Klara and the Sun(2021) and Coetzee's best novel Disgrace(1999) to consider these and 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Klara and the Sun 

3. Klara and the Sun 

4. Klara and the Sun 

5. Klara and the Sun 

6. Klara and the Sun 

7. Klara and the Sun 

8. Disgrace 

9. Disgrace 

10. Disgrace 

11. Disgrace 

12. Disgrace 

13. Disgrace 

14. Disgrace 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の授業への参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2021. Klara and the Sun. Knopf (ISBN:978-1524711924) 

2. J.M.Coetzee. 2000. Disgrace. Penguin Books (ISBN:978-0140296402) 
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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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■JJ127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ127／文明工学演習 ４ 

(Research on Civilization Technology 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常性と破局 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 20 世紀の文学における日常性と破局の関係について、Virginia Woolf, Mrs Dalloway(1925)や Samuel Beckett, 

Endgame(1957)などを読むことで考察する。 

 

In this course, we will consider the relation between the everyday and catastrophe by reading Virginia Woolf's novel Mrs 
Dalloway(1925) and Samuel Beckett's play Endgame(1957). 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年 20 世紀文学の研究において日常性が大きなテーマになっています。実際、ジョイスやウルフといった代表的なモダ二ストは

新しい形で日常生活を描きました。しかし、日常性は、20 世紀においてしばしば世界大戦、ホロコースト、核戦争の脅威といった

大破局と関係を持っています。大破局を意識するからこそ日常性の意味も大きくなるという側面があるのです。この授業では第一

次世界大戦のトラウマの下で日常生活を描いたヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』、核戦争を思わせるベケットの戯曲『エ

ンドゲーム』などを題材にこうした問題を考察します。関連する批評文献も読む予定です。 

 

Nowadays everyday life is one of the important themes in the study of twentieth-century English literature. Modernists such as 

Virginia Woolf and James Joyce depicted everyday life in innovative ways. But everyday life was also connected to 

catastrophes in the twentieth century such as world wars, the Holocaust and the threat of nuclear wars. In a sense, everyday 

life becomes all the more important because of the possibilities of catastrophes. In this course we will consider this question by 

reading Virginia Woolf's novel Mrs Dalloway, which describes everyday life under the traumatic shadow of WWI and Samuel 

Beckett's play Endgame, which seems to be about the aftermath of a nuclear war. We will also read related critical essays. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Mrs Dalloway 

3. Mrs Dalloway 

4. Mrs Dalloway 

5. Mrs Dalloway 

6. Mrs Dalloway 

7. Mrs Dalloway 

8. Mrs Dalloway 

9. Mrs Dalloway 

10. Endgame 

11. Endgame 

12. Endgame 

13. Endgame 

14. Endgame 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の授業への参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2009. Mrs Dalloway. Oxford (ISBN:978-0199536009) 

2. Samuel Beckett. 2009. Endgame. Faber (ISBN:978-0571243730) 
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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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■JJ128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ128／文明工学演習 ５ 

(Seminar on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化保存再生論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昨年度に引き続き、芥川賞作品を通史的に読むこと、そのことを通じて、日本社会と文学の関りについて基礎的な知見を手に入

れること 

 

In this course, continuing from the previous year, students read works that won the Akutagawa Prize.  

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、七十年代の半ば以後、８０年代にかかるあたり。 

 

In this course, students read works of Kenji Nakagami, Ryu Murakami, Teru Miyamoto , etc.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中上健司『岬』 

2. 岡松和夫『志賀島』 

3. 村上龍『限りなく透明に近いブルー』 

4. 三田誠広『僕って何』 

5. 池田満寿夫『エーゲ海に捧ぐ』 

6. 宮本輝『蛍川』 

7. 高城修三『榧木まつり』 

8. 高橋揆一郎『伸予』 

9. 高橋三千綱『九月の空』 

10. 重兼芳子『やまあいの煙』 

11. 青野聰『愚者の夜』 

12. 森禮子『モッキングバードのいる町』 

13. 尾辻克彦『父が消えた』 

14. 吉行理恵『小さな貴婦人 9 

 

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

授業のさいに、文化史的な配慮についても指示するので、様々なバックボーンについても調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(20%)/プレゼンテーション(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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■JJ132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ132／言語多文化学特殊研究 １ 

(Research on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文明論 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ307 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係などを考

え、日本語表現の可能性を考える。 

 

Through reading Japanese poetry,students will cultivate their thoughts about linguistic expressions and research on their 

subjects.Students will think about the relationship between poetry and prose,verse and prose,for example, and think the 

possibility of Japanese expressions, 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に詩に関する講義と、履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

Lectures on poetry and presentations by students and discussions, mainly. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩(明治期から大正期)についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩(大正期から戦時中)についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩(戦後から現在)についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. これまでの内容をふまえての講義１。 

13. これまでの内容をふまえての講義２。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

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

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。 

 

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%)/課題の発表等(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. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ133／言語多文化学特殊研究 ２ 

(Research on Language and Multiculturalism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文明論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ309 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポスト・コロニアリズムの思想について考察を深める 

 

On the Post-Colonialism 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト・コロニアリズムの代表的思想家であるホミ・Ｋ・バーバの著作『文化の場所 ポストコロニアリズムの位相』を、担当者を決

めて読み進めます。 

 

We will read this text, Homi K. Bhabha, The Location of Culture (London and New York : Routledge, 1994) in Japanese.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序章 文化の場所 

2. 第一章 理論へのこだわり 

3. 第二章 アイデンティティを問う 

4. 第三章 他者の問題 

5. 第四章 擬態と人間について 

6. 第五章 ずらされた礼節 こずるい市民たち 

7. 第六章 まじないになった記号 

8. 第七章 古層の表現 

9. 第八章 国民の散種 

10. 第九章 ポストコロニアルとポストモダン 

11. 第十章 パンのみにて 

12. 第十一章 新しさはいかに世界に登場するか 

13. 第十二章 結論 

14. まとめと、『ナラティヴの権利』へ 

 

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

テキストとして『文化の場所』を指定しますので、これを読んで、周辺情報にもよく目配りしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ホミ・Ｋ・バーバ、2005、『文化の場所』、法政大学出版局 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ134／言語多文化学特殊研究 ３ 

(Research on language and Multiculturalism 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Mary Louise Prattの"Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation" (2nd edition) 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
後期課程用科目コード：PJ303 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メアリー・ルイーズ・プラットの"Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation"を読む 

 

Read the text of Mary Louise Pratt's Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation." 

 

授業の内容（Course Contents） 

1992 年に出されたプラットの『帝国の眼差し』は、邦訳はないものの、西洋世界と非西洋世界の知的・文化的・歴史的な接触の力

学を、"contact zone"や"autoethnography"といった概念を用いて明らかにしたテクストとして衝撃をもって迎えられた。本授業で

は、2008 年に出された第 2 版を読み進めながら、旅行記や風俗描写、科学的調査など、一見したところ植民地主義とは異なる言

説領域が植民地主義的言説にどのように関わったかを考える。同時に、植民地化された地域の側からのリスポンスについても考

察する。 

 

Pratt's "Imperial Eyes" published in 1992, although not translated into Japanese, describes the dynamics of intellectual, cultural, 

and historical contact between the Western and non-Western worlds as "contact zone" and "autoethnography."While reading 

the second edition published in 2008, we will focus on how the discourse that seemingly differ from colonialism, such as 

travelogues, pictorial interpretation of local everyday life and customs, and scientific research, become colonial discourse. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス 

2. 報告とディスカッション 1 

3. 報告とディスカッション 2 

4. 報告とディスカッション 3 

5. 報告とディスカッション 4 

6. 報告とディスカッション 5 

7. 報告とディスカッション 6 

8. 報告とディスカッション 7 

9. 報告とディスカッション 8 

10. 報告とディスカッション 9 

11. 報告とディスカッション 10 

12. 報告とディスカッション 11 

13. 報告とディスカッション 12 

14. 全体の総括 

 

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

報告者は事前にテクストの指定された範囲を読み、レジュメを作成のこと。それ以外の参加者も当然事前に熟読しておくことが前

提。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JJ136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ136／言語多文化学特殊研究 ５ 

(Research on Language and Multiculturalism 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸文明論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀思想・批評の問題点を探る 

 

On the 20 century's Critical problems 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀批評の中でも、現在でも大きな光を放ち続けているヴァルター・ベンヤミンの代表的な著作を読みます。ベーシックな議論

として当然踏まえておくべき、と考えたからです。 

 

We will read the texts of Walter Benjamin. Kawade Bunko, "Benjamin Anthology" 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 言語一般について また人間の言語について 

2. 暴力の批判的検討 

3. 神学的・政治的断章 

4. 翻訳者の課題 

5. カール・クラウス 

6. 類似性の理論 

7. 模倣の能力について 

8. ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて 

9. 技術的複製可能性の時代の芸術作品 

10. 歴史の概念について 

11. 子どものための文化史 

12. パサージュ論（１） 

13. パサージュ論（２） 

14. 文学の危機 

 

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

ベンヤミンが残したテキストの中でも珠玉のエッセイを集めた文庫版をテキストにして、ベンヤミンの思想をできるだけ理解するた

めに、各回、担当者を決めてレジュメを用意してもらいます。それが予習。復習は可能な限り拡張的に思索を拡げること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の積極的参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヴァルター・ベンヤミン、2011、『ベンヤミン・アンソロジー』、河出書房新社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ139／言語多文化学演習 １ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語政治論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポスト・コロニアリズムについて、フランスとアルジェリアを例にとりながら、様々な考察が可能になるよう、基本的な文献を読み込

む 

 

On the Post-Colonialism  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランツ・ファノン『地に呪われたる者』を読みます。だいたい一回で３０ページほどを予定しています。サルトルや他の知識人との

かかわりなども扱う予定です。 

 

We will read Frantz Fanon, Les Damnes de la terre, editions La Decouverte 1966.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序（ジャン・ポール・サルトル） 

2. 暴力（１） 

3. 暴力（２） 

4. 国際状況における暴力 

5. 自然発生の偉大と弱点 

6. 民族意識の悲運 

7. 民族意識の悲運（２） 

8. 民族文化について 

9. 植民地戦争と精神障害 系列Ａ 

10. 系列Ｂ 

11. 系列Ｃ 

12. 系列Ｄ 

13. 民族解放戦争における北アフリカ人の犯罪衝動性 

14. 結論 

 

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

特に厳しい予習を求めるつもりはないが、『地に呪われたる者』を、できるだけ原書を参照しつつ、半年で通読するということはか

なりの忍耐を必要とするだろう。レジュメ担当のさいは、十分に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フランツ・ファノン、1996、『血に呪われたる者』、みすず書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ141／言語多文化学演習 ３ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思考実験としての人種 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ文学の最重要テーマである「人種」をいかに分析し概念化していくか、その多様なアプローチ法を、主として南部作家に

よる重要作品や批評的散文、自伝の検討をとおして考察する。 

 

   This seminar aims to consider appropriate schemes of approaching to racial representations as one of the most significant 

subjects of American literary studies by analyzing modern novels, stories, critical works, and self-writings of mostly authors 

from the U.S. South. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「思考実験としての人種」と題する本講は、 人種化された黒人当事者とは違う想像的な立場から「黒人」に声を与え、その知性

や情念を擁護しようとした著作家の人種観念と表象を考察する。暴力の蔓延したジム・クロウ時代を生きた、もしくは公民権運動

の進展を目撃した作家たちが、いかなる角度から黒人の足跡を説明し、その内面を描いているか、またそうした必然的に政治的

な試みは、文学にいかなる結果をもたらしているかを考察したい。 

 Carson McCullers の小説 The Heart Is a Lonely Hunter（1940）を主要テクストとし、これを授業前半に精読する。後半には W.J. 

Cash の The Mind of the South (1929)、Lillian Smith, Lillian Hellman による黒人乳母表象、William Faulkner の公民権運動観、

Robert Penn Warren の戦後認識、Harper Lee の最近作、さらには C. Vann Woodward と Bertram Wyatt-Brown による南部史叙

述の視点を確認する。 

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

 

    This seminar, entitled as "Race as a Thought Experiment," investigates racial ideas and representations of white writers 

who attempted to give a voice to blacks as well as vindicate their intellect and passion by imagining their subject positions. The 

main topics we explore are angles of representation of blackness those authors--who lived in the violence-laden Jim Crow era, 

or witnessed the progress of the civil rights movement--have respectively undertaken and results that their inevitably political 

enterprise gave to their literary finesse. 

    The main text for this course is Carson McCuller's The Heart Is a Lonely Hunter (1940). We closely read the text in the 

first half of the class. In the second half, we will focus on a variety of works, including The Mind of the South (1929) by W.J. 

Cash, critical representations of the black nurse by Lillian Smith and Lillian Hellman, William Faulkner's view of the civil rights, 

Robert Penn Warren's understanding of the postbellum history, Harper Lee's recent novel, and the location of blackness in the 

historiography of C. Vann Woodward and Bertram Wyatt-Brown.  

    Students are encouraged to write a high-quality research paper on a theme provided by the course and eventually submit 

that to an appropriate journal. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (1) 

3.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (2) 

4.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (3) 

5.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (4) 

6.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (5) 

7.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (6) 

8. W. J. Cash 

9. Lillian Smith, Lillian Hellman 

10. William Faulkner, Robert Penn Warren 

11. Harper Lee 

12. C. Vann Woodward 

13. Bertram Wyatt-Brown 

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） 

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

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

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

質問をクラスに提示し（アジェンダ・セッティング）、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自２

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、本講後半で読むテクストは各著作家の主著からの抜粋が多いが、特に発表者はできるだけ自主的に当該テクストの全貌

を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

1. McCullers, Carson. 2000. The Heart Is a Lonely Hunter. Penguin Classics (ISBN:978-0141185224) 

その他のテクストについては授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、1993、『メランコリック・デザイン』、南雲堂 (ISBN:978-4523292074) 

2. 後藤和彦、2005、『敗北と文学』、松柏社 (ISBN:978-4775400807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ142／言語多文化学演習 ４ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ホフマンの作品を読む 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一次文献および二次文献を正確に読解する訓練を行い、批判的思考を養いながら、18 世紀後半から 20 世紀前半にかけてのド

イツ語圏の文化史、社会潮流について基礎的かつ広範な知識を得る。 

 

Students will practice reading primary and secondary literatures correctly while cultivating their critical thinking. Students will 

acquire basic and extensive knowledge about cultural history and social trend in German speaking areas from the late 18th 

century to early 20th century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ホフマンの作品（『くるみ割り人形とねずみの王様』『砂男』など）を抜粋で講読する。精読と要約を繰り返しながら、ドイツ語の読解

力を養成し、さまざまな解釈の可能性について考える。 

意欲のある学部生の履修も歓迎する。 

 

Students will read Hoffmann's work. While close reading and summarizing, students will develop German reading comprehension 

and think about various interpretation possibilities. 

Participation of undergraduate students is also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび文献紹介 

2. テクスト読解と議論（1） 

3. テクスト読解と議論（2） 

4. テクスト読解と議論（3） 

5. テクスト読解と議論（4） 

6. テクスト読解と議論（5） 

7. テクスト読解と議論（6） 

8. テクスト読解と議論（7） 

9. テクスト読解と議論（8） 

10. テクスト読解と議論（9） 

11. テクスト読解と議論（10） 

12. テクスト読解と議論（11） 

13. テクスト読解と議論（12） 

14. テクスト読解と議論（13） 

 

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

毎回予習が必要となる。扱うテクストだけでなく、授業で紹介する参考文献なども読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

正当な理由（病気や忌引き、交通機関の遅延など）なく 3 回以上欠席した場合は成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布するが、詳細はガイダンス時に説明する。翻訳を予め通読しておくことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 362 - 

■PB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

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

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 389 - 

■PB301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB301／英文学特論 １Ａ 

(Special Topics in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Coleridge's Juvenile and Conversation Poems 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

急進的政治活動と詩作が不可分だった初期から、3 つの超自然的物語詩とは別系統の代表作、「会話体詩」執筆へと至るイギリ

ス・ロマン主義詩人 Samuel Taylor Coleridge の形成過程をたどる。なお、前期課程よりも高度な知識、スキルを身に付けることを

目標とする。 

 

This course aims to trace the process of the formation of an English Romantic poet, Samuel Taylor Coleridge, from the early 

stages when his radical political activity and poetry writing were inseparably combined with each other to the later days when 

he wrote his major works, the so-called 'conversation poems', apart from his masterpieces, the three supernatural narrative 

poems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Coleridge の政治詩から会話体の叙情詩へと至る作品を精読して詩人としての発展を跡づけ、新たな意義づけを与える読みの可

能性を探りたい。その際、最近の批評の他に、21 世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook 全集が 30年

以上の時を経て完結したのを機に、利用可能になった比較的新しい資料と参照するよう心がける。授業では、以下の授業計画に

沿って 1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に詳しい授

業計画表を配布。 

 

We will trace Coleridge's development as a poet by perusing his works, from the earlier political poems to the later lyrical ones 

written in a conversation style and explore the possibilities of reading to renew the significance of his poetry. When examining 

his poetry, we will frequently refer to the relatively new materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the 

notebooks (5 vols), both of which were completed in 2002 after more than thirty years, in addition to recent Coleridge criticism. 

In each class we will carefully read approximately 100 lines of poetry according to the lesson plan shown below. This plan may 

be revised slightly depending on students' wishes. Details will be provided in the course syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge's biography 

2. Ode', 'La Fayette', 'To William Godwin', 'To an Infant' 

3. To the Author of Poems', 'On Observing a Blossom on the First of February, 1796', 'Sonnet', 'Sonnet: Composed on a 

Journey Homeward' 

4. Ode to the Departing Year' 1 

5. Ode to the Departing Year' 2 

6. To an Unfortunate Woman at the Theatre', 'To an Unfortunate Woman, Whom the Author Had Known', 'To the Rev. George 

Coleridge' 

7. To the Nightingale' and 'Effusion XXXV' 

8. Reflections on Having Left a Place of Retirement' 

9. This Lime-Tree Bower My Prison' 

10. Frost at Midnight' 

11. The Nightingale' 

12. France. An Ode' 

13. Fears in Solitude' 1 

14. Fears in Solitude' 2 and Review 

 

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

毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 



 - 390 - 

 

テキスト（Textbooks） 

The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

vols を各自以下のサイトからダウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

https://archive.org/details/cu31924102776576/mode/2up 

 

参考文献（Readings） 

Coleridge 作品の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に詳細な参考文献表を配布するほか、授業中にも折に触れて紹介

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB302／英文学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Coleridge's Supernatural Poems 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・ロマン主義を代表する詩人・批評家であると同時に阿片中毒者にして政治的転向者でもあった Samuel Taylor Coleridge

の代表作と見なされてきたいわゆる超自然的詩 3 篇について、新たな観点から抜本的読み直しを行なう。なお、前期課程よりも

高度な知識、スキルを身に付けることを目標とする。 

 

This course aims to reread thoroughly in a new light the three so-called supernatural poems, which have been regarded as the 

major works by Samuel Taylor Coleridge, who was an opium addict and convert from radical politics as well as an important 

English Romantic poet and critic. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Coleridge の傑作と見なされている 3 つの超自然詩「老水夫の歌」、「クリスタベル」、「クーブラ・カン」を政治的、社会的、歴史的な

観点から抜本的に読み直し、ポスト・コロニアリズムの先にある新たな読みの可能性を探りたい。その際、春学期と同様に、最近

の批評の他に、21 世紀初頭になって漸く Bollingen Series の作品全集と Notebook 全集が 30年以上の時を経て完結したのを機

に、利用可能になった比較的新しい資料と参照するよう心がける。授業では、以下の授業計画に沿って、長篇詩 2 作はそれぞれ

数回に分けて、1 回に 100 行程度を精読する予定だが、受講者の希望によって多少の修正を施す可能性はある。最初の時間に

詳しい授業計画表を配布。 

 

We will reread drastically the three supernatural poems regarded as Coleridge's masterpieces, 'The Rime of the Ancient 

Mariner', 'Christabel', 'Kubla Khan', in the light of their political, social and historical contexts and explore the possibilities of 

reading his poetry, beyond post-colonial literary criticism. As in the spring semester, when examining his poetry, we will 

frequently refer to the relatively new materials, the collected works of Bollingen Series (16 vols.) and the notebooks (5 vols), 

both of which were completed in 2002 after more than thirty years, in addition to recent Coleridge criticism. In each class we 

will carefully read approximately 100 lines of poetry according to the lesson plan shown below, dividing the two longer poems 

into several parts. This plan may be revised slightly depending on students' wishes. Details will be provided in the course 

syllabus given on the first day of class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction and Coleridge's friendship 

2. The Rime of the Ancient Mariner' 1 

3. The Rime of the Ancient Mariner' 2 

4. The Rime of the Ancient Mariner' 3 

5. The Rime of the Ancient Mariner' 4 

6. The Rime of the Ancient Mariner' 5 

7. The Rime of the Ancient Mariner' 6 

8. Christabel' 1 

9. Christabel' 2 

10. Christabel' 3 

11. Christabel' 4 

12. Christabel' 5 

13. Christabel' 6 

14. Kubla Khan' and Review 

 

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

毎回扱う詩を予め読んで授業に臨み、授業後は紹介された参考文献を読んで詩についての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 
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テキスト（Textbooks） 

The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1, edited by Ernest Hartley Coleridge, Clarendon Press, 1912. 2 

vols を各自以下のサイトからダウンロードして授業ごとに必要な箇所を参照。 

https://archive.org/details/cu31924102776576/mode/2up 

 

参考文献（Readings） 

Coleridge 作品の註釈、翻訳、批評については、授業の最初に詳細な参考文献表を配布するほか、授業中にも折に触れて紹介

する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB303／英文学特論 ２Ａ 

(Special Topics in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『ヴェニスの商人』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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアの喜劇『ヴェニスの商人』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス

期のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品が提起する人種の問題や、初期近代における法と金融、様式の

空間化など、多様なテーマについて議論する力を前期課程よりもさらに高いレベルで涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる喜劇『ヴェニスの商人』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行う

個人発表に加え、毎回全員が参加するディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 なお、本授業は授業時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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞とディベート（1） 

13. DVD 鑑賞とディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, ed., John Drakakis,. 2008. The Merchant of Venice. The Arden Shakespeare: Third Series (ISBN:978-

1903436813) 

 

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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■PB304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB304／英文学特論 ２Ｂ 

(Special Topics in English Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『あらし』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本学期には、春学期に引き続きウィリアム・シェイクスピアの作品の中で、人種の問題を含む戯曲に取り組む。具体的には『あら

し』を精読し、初期近代英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサンス期のイングランド演劇について該博な知識を身

につけ、作品が提起する植民地主義の問題や復讐と赦しといったテーマについて前期課程よりもさらに高いレベルで論じる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる戯曲『あらし』を、演習形式で精読する。毎週 1〜2 名の受講者が交替で、指定の幕場について行う個人発表

に加え、毎回全員が参加するディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 なお、本授業は授業時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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞およびディベート（1） 

13. DVD 鑑賞およびディベート（2） 

14. 全体のまとめ 

 

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

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

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare, ed., Virginia Mason Vaughn and Alden T. Vaughn. 2011. The Tempest. Arden Shakespeare: Third Series 

(ISBN:978-1408133477) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■PB305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB305／英文学特論 ３Ａ 

(Special Topics in English Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評へのイントロダクション 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな批評概念の基礎を理解する。また、英語による文学理論の言葉遣いに慣れる。 

 

なお、博士後期課程の院生が参加する場合、博士前期課程の院生に対して指導的な役割をも果たすことが期待されます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、批評理論にずぶの素人である院生を主なターゲットにしています。すでにある程度の理論的知識のある院生にとっ

ては、おそらくすでに知っていることばかりが扱われると思いますので、その点はご理解ください。ただし、ちゃんと細部まで英語を

読めているかどうかという問題を重視する授業ですので、英語読解力の向上には役立つでしょう。 

 

イギリスの批評家 John Sutherland の 50 Literary Ideas You Really Need to Know (2011) から、毎週 2 章ずつを精読してゆき

ます。題名からも分かるとおり、 初心者向けの文学批評理論入門書ですが、精読してみると、意外にちゃんと読めていない箇所

が見つかるかもしれません。もっとも効果的な精読のため、この授業では毎回翻訳者を決め、その訳文を全員で検討・改善して

ゆくことを中心的な作業とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Mimesis/ Allegory 

3. Ambiguity/ Irony 

4. Hermeneutics/ Imagery 

5. Internationalism/ Allusion 

6. The Affective Fallacy/ Defamiliarization 

7. Narrative and Story/ Bricolage 

8. Lyric and Prosody/ Metafiction 

9. Culture/ Solidity of Specification 

10. Base Structure and Superstructure/ Structurslism 

11. The Canon/ Deconstruction 

12. Genre/ Double Bind 

13. Postmodernism/ New Historicism 

14. Post-Colonialism/ Sexual Politics 

 

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

授業で取り上げた理論が、自分の研究分野にどのように応用できるかを常に考えてください。最終レポートでは、授業で扱った理

論を 2 つ以上使って、ご自分が研究している作品について分析していただきます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Sutherland. 2011. 50 Literary Ideas You Really Need to Know. Quercus (ISBN:978-1435147454) 

版元品切れのようですので、プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 397 - 

■PB306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB306／英文学特論 ３Ｂ 

(Special Topics in English Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Frances Burney の Evelina を読む 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Frances Burney (1752-1840) は、Fanny Burney という呼び名で広く知られ、18 世紀後半から 19世紀初頭にかけて多岐にわた

る活躍を繰り広げた小説家・日記作者・劇作家です。Jane Austen が Burney の小説を愛読したことはよく知られています。18 世

紀小説と 19 世紀小説のつなぎ手として、そしてまた独自の辛辣な社会観察眼を持った女性作家として、Burney は注目に値する

でしょう。この授業では Burneyの最も有名な作品 Evelina (1778) を精読し、18-19 世紀のイギリス小説歴史におけるこの作品の

位置づけを考えます。 

 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。  

 

授業の内容（Course Contents） 

Evelina のテクストの精読によって書簡体による語りの技法を分析すると同時に、そこに表れるテーマと作者バーニーの社会批評

のあり方を分析します。イノセントな主人公がロンドンの社交界に足を踏み入れ、しだいに大人の女へ変身し、みずからのジェン

ダー／セクシュアリティをいかに演出するかという問題に向き合ってゆく様子が、どのような語り口によってわれわれ読者に伝えら

れるのかを考えましょう。英語における書簡体小説の開祖であるサミュエル・リチャードソンとの比較も行ないたいと思っていま

す。同時に、この「ファッショナブル」な世界を背景とする小説が、同時代の社会的・歴史的バックグラウンドとどのように結びつい

ているかという問題にも考察を広げます。 

 

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

極的な発言を期待します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Evelina 講読第 1 回 

3. Evelina 講読第 2 回 

4. Evelina 講読第 3 回 

5. Evelina 講読第 4 回 

6. Evelina 講読第 5 回 

7. Evelina 講読第 6 回 

8. Evelina 講読第 7 回 

9. Evelina 講読第 8 回 

10. Evelina 講読第 9 回 

11. Evelina 講読第 10 回 

12. Evelina 講読第 11 回 

13. Evelina 講読第 12 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してください。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくようにしてください。参考文献

が指定された場合は、それもしっかり読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Frances Burney. 2002. Evelina. Oxford World's Classics (ISBN:978-0199536931) 

 

参考文献（Readings） 
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受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆきます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB321／米文学特論 １Ａ 

(Special Topics in American Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メルヴィル『戦争詩集』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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大作『白鯨』によって 19 世紀アメリカ文学の中核を占めるといっていいハーマン・メルヴィルの詩作を地道にそしてクリティカル

に読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味するこ

とができるようになります。最終的には、学術雑誌へ投稿可能な高いレベルのレポート執筆を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「メルヴィル・リヴァイヴァル」から 80 年たって「メルヴィル詩のリヴァイヴァル」が動き出しました。それからはや 10 年になりま

す。メルヴィルの詩作を扱った研究も日々増えています。 

 そこで本授業では、刊行詩集としては第一詩集である『戦争詩集』に収められた詩作を精読し、どこがどのように「非散文的」で

あって「詩的」であるのかを考察しながら、ときに奇怪ともいえるメルヴィルの文業の多様な特徴を体感します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メルヴィル小伝 

2. 英詩の基本 

3. “The Portent,” “Misgivings” 

4. “The Conflict of Convictions” 

5. “The March into Virginia,” “Ball’s Bluff” 

6. “Dupont’s Round Fight,” “The Stone Fleet” 

7. “The Cumberland,” “A Utilitarian View of the Monitor’s Fight” 

8. “The Temeraire” 

9. “Shiloh,” “Malvern Hill” 

10. “Stonewall Jackson,” “Stonewall Jackson” 

11. “The House Top,” “The College Colonel” 

12. “The Coming Storm,” “Formerly a Slave” 

13. “An uninscribed Monument,” “A Requiem” 

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・ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、博士前期課程と比べ高度な水準が要求されます。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿可

能なレベルが求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Stanton Garner. 1993. The Civil War World of Herman Melville. UP of Kansas (ISBN:0700606025) 

2. Giles Gun, ed.. 2005. A Historical Guide to Herman Melville. Oxford UP (ISBN:0195142829) 

3. Robert C. Ryan, et al. ed.. 2009. Published Poems. Northwestern UP & The Newberry Library (ISBN:9780810111127) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PB322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB322／米文学特論 １Ｂ 

(Special Topics in American Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『戦争詩集』以外のメルヴィル短詩群を読む 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 大作『白鯨』によって 19 世紀アメリカ文学の中核を占めるといっていいハーマン・メルヴィルの詩作を地道にそしてクリティカル

に読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味するこ

とができるようになります。最終的には、学術雑誌へ投稿可能な高いレベルのレポート執筆を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「メルヴィル・リヴァイヴァル」から 80 年たって動き出した「メルヴィル詩のリヴァイヴァル」も、はや 10 年になります。メルヴィル

の詩作を扱った研究も日々増えています。 

 そこで本授業では、『戦争詩集』以外の短詩群を精読し、どこがどのように「非散文的」であって「詩的」であるのかを考察しなが

ら、奇怪ともいえるメルヴィルの文業の多様な特徴を体感します。なお、遺作小説 Billy Budd掉尾におかれた詩“Billy in the 

Darbies”や未刊の作品“Immorated”も扱う予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩人としてのメルヴィル 

2. メルヴィル研究史略 

3. “Venice,” “In a Bye-Canal” 

4. “In a Church of Padua,” “The Archipelago” 

5. “Tom Deadlight,” “The Man-of-War Hawk,” “The Tuft of Kelp” 

6. “The Maldive Shark,” “To Ned” 

7. “The Berg (A Dream),” “The Aeolian Harp” 

8. “Pebbles,” “The Ravaged Villa,” “In a Garret” 

9. “Monody,” “Art” 

10. “Shelley’s Vision,” “Fragments of a Lost Gnostic Poem of the 12th Century” 

11. “Rose Window,” “Field Asters” 

12. “Pontoosuce” 

13. “Billy in the Darbies,” “Immorated” 

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・ディスカッション(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

全ての評価方法において、博士前期課程と比べ高度な水準が要求されます。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿可

能なレベルが求められます。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Giles Gun, ed.. 2005. A Historical Guide to Herman Melville. Oxford UP (ISBN:0195142829) 

2. Hershel Parker. 2008. Melville: The Making of the Poet. Northwestern UP (ISBN:0810124645) 

3. Robert C. Ryan, et al. ed.. 2009. Published Poems. Northwestern UP & The Newberry Library (ISBN:9780810111127) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB325／米文学特論 ３Ａ 

(Special Topics in American Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Literature of Obsession, Delusion, and Desire: 

Vladimir Nabokov's Lolita 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Humbert Humbert ‒ intellectual, dilettante, romantic ‒ falls madly in love with Lolita Haze, the twelve-year-old nymphet of his 

dreams and his own step-daughter. The result of this incestuous infatuation is both disgusting and divine, perverted and 

astonishing in its delicate analysis of passion. 

 

This course will investigate the taboo love affair described in Vladimir Nabokov's Lolita and the American culture of obsession, 

delusion, and desire that provides the social context and setting for the novel. 

 

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 Nabokov's Lolita 

2. the style, structure, and poetics of Nabokov's prose 

3. some of the many ways of analyzing narration and characterization 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Nabokov's Lolita 

Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading: 

[1] Introduction, biography, and chronology of Nabokov's life and major works. 

2. Lolita 

"Foreword" and PART ONE: Ch. 1~7 

3. Lolita 

PART ONE: Ch. 8~11 

4. Lolita 

PART ONE: Ch. 12~18 

5. Lolita 

PART ONE: Ch. 19~23 

6. Lolita 

PART ONE: Ch. 24~27 

7. Lolita 

PART ONE: Ch. 28~33 

8. Lolita 

PART TWO: Ch. 1~3 

9. Lolita 

PART TWO: Ch. 4~11 

10. Lolita 

PART TWO: Ch. 12~18 

11. Lolita 

PART TWO: Ch. 19~24 

12. Lolita 

PART TWO: Ch. 25~29 

13. Lolita 

PART TWO: Ch. 30~36 and "On a Book Entitled Lolita" 

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 chapters assigned 
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for the week. Students will be expected to have read the assigned chapters prior to each session. 

 

Assignments: 

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 (10-minutes) focusing on one of the topics 

discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Class Assignments(30%)/Final Presentation(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Vladimir Nabokov. 2015. Lolita. Penguin (ISBN:9780141182537) 

 

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. 

 

NOTE: Some of the material discussed during the course contains sexually explicit material and scenes describing violence. 
Student self-discretion is advised. Class discussions and seminar sessions may refer directly and/or indirectly to this content. 
 

注意事項（Notice） 
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■PB326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB326／米文学特論 ３Ｂ 

(Special Topics in American Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Literature of Obsession, Delusion, and Desire: 

Philip Roth’s Portnoy’s Complaint (1969) 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Like Nabokov’s Lolita, Philip Roth’s shockingly candid approach to American sexuality in Portnoy’s Complaint was also banned 

and scorned for its explicit language and earnest approach to perversion. Following the thoughts and anxieties of the novel’s 

narrator and protagonist, Alexander Portnoy, this work leads the reader into the sordid world of sexual gratification and the 

sub-cultures that surround the unmentionable, the distasteful, and the morally proscribed. 

 

Continuing the analysis of American sexuality in Nabokov’s Lolita (米文学特論３Ａ; 春期), this course will examine the “extreme 

sexual longings” described in Philip Roth’s  Portnoy’s Complaint and the American culture of obsession, delusion, and desire 

that provides the social environment for the novel. And as a companion to the reading of Roth’s novel, this course will also 

follow the discussions of sexuality proposed by Sigmund Freud in his Three Essays on the Theory of Sexuality (1905). 

 

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 Philip Roth’s Portnoy’s Complaint 

2. the style, structure, Yiddish slang, and poetics of Roth’s prose 

3. some of the many ways of analyzing sex and sexuality in literature 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Roth’s Portnoy’s Complaint 

Course syllabus, class rules, and general introduction. 

Reading: 

[1] Introduction, biography, and chronology of Roth’s life and major works. 

2. Portnoy’s Complaint 

"The Most Unforgettable Character I've Met"  

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

3. Portnoy’s Complaint 

"Whacking Off" 

Freud Three Essays 
"Sexual Aberrations" 

4. Portnoy’s Complaint 

"The Jewish Blues"  

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

5. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 1) 

Freud Three Essays 

"Sexual Aberrations" 

6. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 2) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 
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7. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 3) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

8. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 4) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

9. Portnoy’s Complaint 

"Cunt Crazy" (Pt. 5) 

Freud Three Essays 

"Infantile Sexuality" 

10. Portnoy’s Complaint 

"The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 1) 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

11. Portnoy’s Complaint 

The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 2) 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

12. Portnoy’s Complaint 

The Most Prevalent Form of Degradation in Erotic Life" (Pt. 3) 

Freud Three Essays 
"Transformations of Puberty" 

13. Portnoy’s Complaint 

"In Exile" 

Freud Three Essays 

"Transformations of Puberty" 

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 chapters assigned 

for the week. Students will be expected to have read the assigned chapters prior to each session. 

 

Assignments: 

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 (10-minutes) focusing on one of the topics 

discussed during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Essay Writing(30%)/Essay Revision(10%)/Assignments(30%)/Final Presentation(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Philip Roth. 1994. Portnoy's Complaint. Vintage (ISBN:978-0679756453) 

 

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. 

 

NOTE: Some of the material discussed during the course contains sexually explicit material and scenes describing violence. 
Student self-discretion is advised. Class discussions and seminar sessions may refer directly and/or indirectly to this content. 
 

注意事項（Notice） 
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■PB329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB329／米文学特論 ５Ａ 

(Special Topics in American Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トランスナショナル・アメリカ文学研究 (1) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の徹底的な精読を行いつつ、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストの理解を深める。最終的には、代

表的な批評も踏まえた上で、学会誌への投稿を前提とした高いレベルの学期末レポートを執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Herman Melville, Israel Potter (1855)を、近年のトランスナショナル・アメリカ文学研究の枠組の中で読解する。「アメリカ」という地

理的概念を拡張するこの批評的潮流を踏まえて本作品を読解することは、「アメリカ文学」とは何か、ひいては「アメリカ」とは何

か、という根本的な問いについて考察することにつながる。 

 

この作品はさらに、人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプローチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題

意識に沿って独自の読解を目指してほしい。また、作品だけではなく代表的な批評の読解も行い、論文とは何か、論文とはどうあ

るべきかなどのプラクティカルな問題についても討議する。 

 

授業計画（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. 批評読解 (1) 

13. 批評読解 (2) 

14. 批評読解 (3) 

 

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

全ての評価方法において、前期博士課程と比べて高度な水準を要求する。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿するこ

とを前提にして作成してもらう。また、毎週 300words 程度の英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Herman Melville. 2008. Israel Potter. Penguin (ISBN:978-0143105237) 

 

参考文献（Readings） 

1. Yogita Goyal. 2017. The Cambridge Companion to Transnational American Literature. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107085206) 

2. Nina Morgan. 2019. The Routledge Companion to Transnational American Studies. Routledge (ISBN:978-1138058903) 

3. Carl Rollyson. 2006. Critical Companion to Herman Melville: A Literary Reference to His Life and Work. Facts on File 

(ISBN:978-0816064618) 

4. Robert S. Levine. 2013. The New Cambridge Companion to Herman Melville. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107687912) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB330／米文学特論 ５Ｂ 

(Special Topics in American Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トランスナショナル・アメリカ文学研究 (2) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学作品の徹底的な精読を行いつつ、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストの理解を深める。最終的には、代

表的な批評も踏まえた上で、学会誌への投稿を前提とした高いレベルの学期末レポートを執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun (1860)を、近年のトランスナショナル・アメリカ文学研究の枠組の中で読解する。「アメリカ」

という地理的概念を拡張するこの批評的潮流を踏まえて本作品を読解することは、「アメリカ文学」とは何か、ひいては「アメリカ」

とは何か、という根本的な問いについて考察することにつながる。 

 

この作品はさらに、人種問題、歴史意識、ジェンダーなど、多面的なアプローチが可能なテクストであるので、受講生各自の問題

意識に沿って独自の読解を目指してほしい。 

 

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 (11) 

12. 作品読解 (12) 

13. 作品読解 (13) 

14. 学期の振り返り 

 

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

全ての評価方法において、前期博士課程と比べて高度な水準を要求する。特に学期末レポートに関しては、学会誌へ投稿するこ

とを前提にして作成してもらう。また、毎週 300words 程度の英語によるレスポンス・ペーパーの提出を義務づける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2009. The Marble Faun. Oxford University Press (ISBN:978-0199554072) 

 

参考文献（Readings） 

1. Yogita Goyal. 2017. The Cambridge Companion to Transnational American Literature. Cambridge University Press (ISBN:978-

1107085206) 

2. Nina Morgan. 2019. The Routledge Companion to Transnational American Studies. Routledge (ISBN:978-1138058903) 

3. Sarah Bird Wright. 2006. Critical Companion to Nathaniel Hawthorne: A Literary Reference to His Life and Work. Facts on File 

(ISBN:978-0816055838) 

4. Richard H. Millington. 2004. The Cambridge Companion to Nathaniel Hawthorne. Cambridge University Press (ISBN:978-

0521002042) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB334／米文学特論 ７Ｂ 

(Special Topics in American Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思考実験としての人種 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ文学の最重要テーマである「人種」をいかに分析し概念化していくか、その多様なアプローチ法を、主として南部作家に

よる重要作品や批評的散文、自伝の検討をとおして考察するとともに、各自の研究を進めるための知的資源を補強する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「思考実験としての人種」と題する本講は、 人種化された黒人当事者とは違う想像的な立場から「黒人」に声を与え、その知性

や情念を擁護しようとした著作家の人種観念と表象を考察する。暴力の蔓延したジム・クロウ時代を生きた、もしくは公民権運動

の進展を目撃した作家たちが、いかなる角度から黒人の足跡を説明し、その内面を描いているか、またそうした必然的に政治的

な試みは、文学にいかなる結果をもたらしているかを考察したい。 

 Carson McCullers の小説 The Heart Is a Lonely Hunter（1940）を主要テクストとし、これを授業前半に精読する。後半には W.J. 

Cash の The Mind of the South (1929)、Lillian Smith, Lillian Hellman による黒人乳母表象、William Faulkner の公民権運動観、

Robert Penn Warren の戦後認識、Harper Lee の最近作、さらには C. Vann Woodward と Bertram Wyatt-Brown による南部史叙

述の視点を確認する。 

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

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (1) 

3.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (2) 

4.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (3) 

5.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (4) 

6.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (5) 

7.  Carson McCullers, The Heart Is a Lonely Hunter (6) 

8. W. J. Cash 

9. Lillian Smith, Lillian Hellman 

10. William Faulkner, Robert Penn Warren 

11. Harper Lee 

12. C. Vann Woodward 

13. Bertram Wyatt-Brown 

14. まとめ 

 

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

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

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

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

質問をクラスに提示し（アジェンダ・セッティング）、ディスカッションを先導する司会者をディスカッションリーダーと呼ぶが、各自２

度の発表の他、この役割を 1 度ずつ務めてもらう。 

 また、本講後半で読むテクストは各著作家の主著からの抜粋が多いが、特に発表者はできるだけ自主的に当該テクストの全貌

を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. McCullers, Carson. 2000. The Heart Is a Lonely Hunter. Penguin Classics (ISBN:978-0141185224) 

その他のテクストについては授業で配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、1993、『メランコリック・デザイン』、南雲堂 (ISBN:978-4523292074) 

2. 後藤和彦、2005、『敗北と文学』、松柏社 (ISBN:978-4775400807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB335／米文学特論 ８Ａ 

(Special Topics in American Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ文学とセクシュアリティ表象（１） 

――南部プア･ホワイトの諸相 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

探り，日英両言語による自己表現能力を養う。なお，授業レポートは，将来的な学会誌への投稿を前提にした水準を目指すもの

とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業の目的は，性的逸脱の主題をアメリカ文学がどのように表象してきたのか，審美的かつ政治的に再考することであり，具

体的には，プア･ホワイトの南部を描いた二人の作家に注目する。 

 アースキン・コールドウェルが扇情的に描き出す貧しい白人たちの性行動は，しばしばポルノグラフィー的であるとの批判を受け

たが，それにもかかわらず，（あるいは，それゆえに）彼の小説が絶大なる大衆的人気を誇っていたのもまた事実である。『タバ

コ･ロード』（1932 年）は，その出版後にほどなく舞台化され，当時のブロードウェイの最長上演記録を打ち立てたが，演劇界にお

けるこの圧倒的な成功を，30 年代に劇作家として創作活動を始めたテネシー･ウィリアムズが意識していなかったはずはない。た

とえば実際，初期のウィリアムズの戯曲『逃亡者たち』（1937 年）がセントルイスで上演された際，とある地元紙は，それが『タバ

コ･ロード』と「猥雑なリアリズム」を共有していると評していたし，カトリック教会から猥褻であると非難された映画『ベビイ･ドール』

（1956 年）がイタリアで封切られた際にも，それはコールドウェル作品と比較されていた。本授業では、このセンセーショナルな南

部的連続性の意味するところを考察する。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（１） 
3. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（２） 
4. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（３） 
5. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（４） 
6. Erskine Caldwellの Tobacco Road を読む（５） 
7. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（１） 
8. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（２） 
9. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（３） 

10. Tennessee Williams の Baby Doll を読む（４） 
11. 作品の批評を読む（１） 

12. 作品の批評を読む（２） 

13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価基準において、博士前期課程の受講生とは異なる高度な達成水準が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Erskine Caldwell. 1995. Tobacco Road. U of Geortia P (ISBN:978-0820316611) 

2. Tennessee Williams. 2009. Baby Doll and Other Plays. Penguin (ISBN:978-0141190297) 

 

参考文献（Readings） 
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参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

状況によっては対面に代えてオンラインで授業を実施する可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■PB336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB336／米文学特論 ８Ｂ 

(Special Topics in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカ文学とセクシュアリティ表象（２） 

――ポリアモリーの諸相 

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） 
EAL7313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

探り，日英両言語による自己表現能力を養う。なお，授業レポートは，将来的な学会誌への投稿を前提にした水準を目指すもの

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業の目的は，性的逸脱の主題をアメリカ文学がどのように表象してきたのか，審美的かつ政治的に再考することであり，ポ

リアモリーの可能性を探求した二つの冷戦期小説に注目する。 

 「ポリアモリー」という用語が流通するようになったのは 1990 年代だが，ヒッピーの聖典とも呼ばれるロバート・ハインラインのＳ

Ｆ小説『異星の客』（1961 年）は，この概念を定義づけた重要な作品であるとしばしばみなされており，「嫉妬とは病であり，愛とは

健全な状態である。未熟な者はしばしば両者を混同したり，愛が強ければ嫉妬も強くなると思い込んだりする。実のところ，両者

はほとんど相容れないものなのに」という小説中の一節は、ハインラインの思想を約言するものである。しかし，文学作品に複数

恋愛の主題を描き込んだのは，ハインラインが最初だったわけではない。たとえばアナイス・ニンの『愛の家のスパイ』（1954 年）

には，穏やかに結婚していながら，数多の婚外関係を持つヒロインが描かれている。本授業はしたがって，一対一のロマンティッ

ク・ラヴを賛美するイデオロギーに抗う新たな方法論を探る試みとなる。 

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

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（１） 
3. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（２） 
4. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（３） 
5. Anais Nin の A Spy in the House of Love を読む（４） 
6. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（１） 
7. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（２） 
8. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（３） 
9. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（４） 

10. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（５） 
11. Robert A. Heinlein の Stranger in a Strange Land を読む（６） 
12. 作品の批評を読む 

13. 総括 

14. レポート中間報告会 

 

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

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

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価基準において、博士前期課程の受講生とは異なる高度な達成水準が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anais Nin. 2001. A Spy in the House of Love. Penguin (ISBN:978-0141183718) 

2. Robert A. Heinlein. 2018. Stranger in a Strange Land. Ace (ISBN:978-1984802781) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は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)） 

状況によっては対面に代えてオンラインで授業を実施する可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 418 - 

■PB351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB351／英語学特論 １Ａ 

(Special Topics in English Philology and Linguistics 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

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） 
EAL7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献の読解を通じ、古英語文学や英語文献学の分野における研究の基礎を学ぶ。また、同分野において英語論文を書く

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、各回のテーマに沿い、古英語文献を講読する。また、各回のテーマに合わせてあらかじめ作文してきた英文を

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩 Exodus 講読 1 

3. 古英詩 Exodus 講読 2 

4. 古英詩 Exodus 講読 3 

5. 古英詩 Exodus 講読 4 

6. 古英詩 Exodus 講読 5 

7. 古英詩 Exodus 講読 6 

8. 古英詩 Exodus 講読 7 

9. 古英詩 Exodus 講読 8 

10. 古英詩 Exodus 講読 9 

11. 古英詩 Exodus 講読 10 

12. 古英詩 The Seafarer 講読 1 

13. 古英詩 The Seafarer 講読 2  

14. 古英詩 The Seafarer 講読 3 

 

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

授業で読むテクストは事前に必ず良く予習しておいてください。また、各回には事前に用意した英作文も使いますので、示された

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は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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■PB352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB352／英語学特論 １Ｂ 

(Special Topics in English Philology and Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献講読 

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） 
EAL7413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献の読解を通じ、古英語文学や英語文献学の分野における研究の基礎を学ぶ。また、同分野において英語論文を書く

ために必要な英作文能力の養成を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、各回のテーマに沿い、古英語文献を講読する。また、各回のテーマに合わせてあらかじめ作文してきた英文を

もとに、この分野における英語論文等の書き方を指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Genesis B 講読 1 

3. Genesis B 講読 2 

4. Genesis B 講読 3 

5. Genesis B 講読 4 

6. Genesis B 講読 5 

7. Genesis B 講読 6 

8. Genesis B 講読 7 

9. Genesis B 講読 8 

10. Genesis B 講読 9 

11. Genesis B 講読 10 

12.  Maxims IA 講読 1 

13.  Maxims IB 講読 2 

14. Maxims IC 講読 3 

 

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

授業で読むテクストは事前に必ず良く予習しておいてください。また、各回には事前に用意した英作文も使いますので、示された

テーマについて、事前に作文をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（英作文、発表、授業内発言等）(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

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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■PC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 428 - 

■PC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 441 - 

■PC206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 446 - 

■PC252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 実(OZAWA MINORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC301／史学研究方法論 Ａ 

(Methods of History A) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆に向けて、歴史学の研究動向を探求し、テーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は研究報告を行い、各コースの教員や出席者と質疑応答を交わし、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うか

は初回に決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC302／史学研究方法論 Ｂ 

(Methods of History B) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

小澤 実(OZAWA MINORU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文執筆に向けて、歴史学の研究動向を探求し、テーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者は研究報告を行い、各コースの教員や出席者と質疑応答を交わし、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うか

は初回に決める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC311／日本史特論 Ａ 

(Japanese History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代王権継承試論 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代における大王・天皇権力の形成と展開を王権の継承とその変遷と言う視点から考察していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

３世紀の卑弥呼の王権から始まって８・９世紀の交の光仁天皇・桓武天皇の時代まで、皇位継承の推移を軸に王権の変質を見

極めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（問題の所在と参考文献の紹介） 

2. 卑弥呼の王権の実像 

3. 倭の五王の王位継承 

4. 継体天皇の出自 

5. 世襲王権の形成 

6. 女性天皇の誕生 

7. 皇極・斉明女帝の時代 

8. 壬申の乱とその前後 

9. 文武皇統の形成 

10. 聖武天皇の王権構想① 

11. 聖武天皇の王権構想② 

12. 孝謙・称徳天皇の王権構想① 

13. 孝謙・称徳天皇の王権構想② 

14. 光仁天皇・桓武天皇の時代へ 

 

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

事前に史料プリントを配布するので、授業前に熟読して予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および質疑応答や議論への参加度(50%) 

随時関連するテーマについて調査・発表を課すことがある。すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求

する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山美都男、2007、『古代の皇位継承』、吉川弘文館 

 

参考文献（Readings） 

1. 米田雄介、2019、『令和新修 歴代天皇元号事典』、吉川弘文館 

2. 大平聡、2020、『日本古代の王権と国家』、青史出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC312／日本史特論 Ｂ 

(Japanese History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世古記録の精読 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 珠紀(ENDO TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世の史料の輪読、関連する先行研究の検討を通して、一次史料の読解と史料に基づいた歴史像の構築を学ぶ。なお、前

期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

中世前期の古記録の輪読を行う。担当者は、担当箇所の語句や時代的背景、関連する先行研究を説明し、参加者で意見交換を

行う。講読テキストは『外記日記』を候補とするが、参加者と相談のうえ決定したい。可能であれば、博物館展示の見学などを通し

て、史料原本の雰囲気に触れていただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 中世の古記録について 

3. 中世古記録の講読（１） 

4. 中世古記録の講読（２） 

5. 中世古記録の講読（３） 

6. 中世古記録の講読（４） 

7. 中世古記録の講読（５） 

8. 中世古記録の講読（６） 

9. 中世古記録の講読（７） 

10. 中世古記録の講読（８） 

11. 中世古記録の講読（９） 

12. 中世古記録の講読（１０） 

13. 中世古記録の講読（１１） 

14. 講読のまとめと振り返り 

 

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

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

にも講読の中での疑問点などを確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/演習内での発言など(30%)/演習での担当報告(35%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

対面での実施を原則とするが、適宜参加者と相談して判断する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC314／日本史特論 Ｄ 

(Japanese History D) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本のクィア史 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕子(FUJINO 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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・クィア史研究に関する研究文献・史料を読解する力を身につける。 

・クィア史研究の意義と射程、課題を理解する。 

・クィア史研究を実践する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー史と重なりあいながら、しかしジェンダー史研究の枠組みそのものをゆさぶる別個の研究領域の一つに、クィア史があ

る。本演習では、おもに戦前日本の女性同性愛に関する研究文献・史料の精読・討論を通して、クィア史研究の意義と射程、課題

を理解し、実践する力を身につけることを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業運営に関するディスカッション 

2. 「男性史とクィア史」の検討 

3. 文献リストの検討／報告者の確定 

4. 研究文献の検討（1） 

5. 研究文献の検討（2） 

6. 研究文献の検討（3） 

7. 史料リストの検討／輪読史料の確定 

8. 史料の輪読（1） 

9. 史料の輪読（2） 

10. 史料の輪読（3） 

11. 個人報告（1） 

12. 個人報告（2） 

13. 個人報告（3） 

14. 全体討論 

 

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

（1）文献・史料リストの作成（全員） 

（2）毎回の授業で扱う文献・史料を精読し、自らの疑問点・意見をまとめる。 

（3）報告者は史料・文献の要約と調査項目をレジュメにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献リスト・報告内容・史料読解(70%)/討論への参加度(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

藤野裕子「男性史とクィア史」『第四次現代歴史学の成果と課題』績文堂、2017、『戦前期同性愛関連文献集成』第 3 巻、および

手稿史料などを使用する予定です。詳細は初回の授業でアナウンスします。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行は、受講人数や受講生の関心に応じて、その都度議論しながら決めていきたいと思いますので、授業計画に変更が

でる可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC315／日本史特論 Ｅ 

(Japanese History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
屋良朝苗日記を読む 

担当者名 

（Instructor） 
冨永 望(TOMINAGA 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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

屋良朝苗日記をテキストに、手書きの文書を読解する作業を通じて、一次史料の読み方を身に着け、戦後沖縄史への理解を深

める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

屋良朝苗日記を輪読する。担当者は人物や事件について説明し、参加者の質問に答える。また、研究者志望の学生が希望する

場合は、報告の機会を設け、論文指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後沖縄史概説１ 

2. 戦後沖縄史概説２ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 輪読７ 

10. 輪読８ 

11. 輪読９ 

12. 輪読 10 

13. 輪読 11 

14. 輪読 12 

 

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

自分の担当でなくても、次回で輪読する範囲は読んでおく。また、戦後沖縄史の概説書を読んでおくことが望ましい。櫻澤誠『沖

縄現代史』（中公新書、2015 年） 沖縄を題材と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） 

出席および授業への参加（無断欠席減点,他の担当の報告に際して積極的に発言したか）(30%)/報告の内容（担当範囲の人物・

事件を調べてあるか）(30%)/翻刻の提出（清書してあるか、適切な註釈を付しているか）(40%) 

輪読した部分は清書し、ワードファイルで提出する。すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 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 (978-12-102342-1) 

2. 2017、『一条の光 屋良朝苗日記』下、琉球新報社 (ISBN:978-4-89742-226-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC321／東洋史特論 Ａ 

(Asian History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 462 - 

■PC322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC322／東洋史特論 Ｂ 

(Asian History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究論 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

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） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究進捗状況の把握 

2. 研究方法および研究計画の再検討 

3. 研究方法および研究計画の再検討 

4. 研究方法および研究全体の計画策定 

5. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

6. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

7. 資料収集の方法および先行研究に関する検討 

8. 論文執筆指導 

9. 論文執筆指導 

10. 論文執筆指導 

11. 論文執筆指導 

12. 論文執筆指導 

13. 論文執筆指導 

14. 論文執筆指導 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

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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■PC323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC323／東洋史特論 Ｃ 

(Asian History C) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC324／東洋史特論 Ｄ 

(Asian History D) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史、建築文化論に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

究状況，史料講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論（１） 

3. 受講者による報告と全体討論（２） 

4. 受講者による報告と全体討論（３） 

5. 受講者による報告と全体討論（４） 

6. 受講者による報告と全体討論（５） 

7. 受講者による報告と全体討論（６） 

8. 受講者による報告と全体討論（７） 

9. 受講者による報告と全体討論（８） 

10. 受講者による報告と全体討論（９） 

11. 受講者による報告と全体討論（10） 

12. 受講者による報告と全体討論（11） 

13. 受講者による報告と全体討論（12） 

14. 受講者による報告と全体討論（13） 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回は対面実施とし、その後は履修者との相談により決定。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC325／東洋史特論 Ｅ 

(Asian History E) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC326／東洋史特論 Ｆ 

(Asian History F) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得することを目標にする。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

難解な論点については教員に質問し、理解するように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■PC331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC331／西洋史特論 Ａ 

(Western History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ史における子どもと世代 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年のアメリカの歴史研究では、年齢や世代に関する分析に注目が集まっている。American Historical Review (AHR)では 2020

年 4 月号において、Chronological Ageに関する特集が組まれた。こうした研究動向を学び、その手法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読と議論を中心に進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Corinne T. Field and Nicholas L. Syrett, "Chronological Age: A Useful Category of Historical Analysis"を読む。 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. 文献購読 

 

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

指定された文献を必ず読んでからクラスに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献(60%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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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■PC332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC332／西洋史特論 Ｂ 

(Western History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ史における子どもと世代 

担当者名 

（Instructor） 
大鳥 由香子(OTORI YUKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年のアメリカの歴史研究では、年齢や世代に関する分析に注目が集まっている。American Historical Review (AHR)では 2020

年 4 月号において、Chronological Ageに関する特集が組まれた。こうした研究動向を学び、その手法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献の購読と議論を中心に進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. 文献購読 

 

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

指定された文献を必ず読んでからクラスに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献(60%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC333／西洋史特論 Ｃ 

(Western History C) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「産業」，「商人と企業」，「消費」を予定している。 

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "industry", "merchants and companies" and "consumption". 

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

3. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

4. ヨーロッパ産業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

5. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

6. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

7. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

8. ヨーロッパの商人・企業の歴史に関する文献精読・発表・議論 

9. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

10. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

11. ヨーロッパの消費の歴史に関する文献精読・発表・議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PC334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC334／西洋史特論 Ｄ 

(Western History D) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

文献の精読を基に解説と議論を行う。主なテーマは「知識と技術」，「研究開発と教育」「生活の質」を予定している。 

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

とが求められる。毎回何らかの課題が与えられる。 

 

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

perspective. Students will read carefully specialized literature (partly in English), while explaining and discussing them. Main 

topics will be: "knowledge and technology", "R&D and education", "quality of life". 

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

presentation). Professor will give assignment in every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

3. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

4. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

5. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と知識・技術 

6. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

7. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

8. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と研究開発・教育 

9. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

10. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

11. 文献精読・発表・議論 

テーマ：ヨーロッパ経済史と生活の質 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献（日本語・英語）は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準

備を計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。文献は英語のものを含む。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。日本語に加え，英語の文献を読む。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC341／史学史研究 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「史料解釈の方法論」を予定しているが、テーマ

や課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

All the participants of the course should read the assigned pensum every week,  

Participants also in should also prepare the presentation summary of the pensum in turn.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリオット，J. H.、2017、『歴史ができるまで――トランスナショナル・ヒストリーの方法』、岩波書店 (ISBN:978-4000292023) 

2. 恒木健太郎・左近幸村（編）、2020、『歴史学の縁取り方―フレームワークの史学史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-

026267-5) 
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3. 鶴島博和・春田直紀（編）、2008、『日英中世史料論』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818819924) 

4. バーク，P.、2007、『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』、中央公論美術出版 (ISBN:978-

4805505489) 

5. ギンズブルク，C.、2012、『チーズとうじ虫 ― 16 世紀の一粉挽屋の世界像』、みすず書房 (ISBN:9784622083504) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC342／史学史研究 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

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

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

テーマや課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

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

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

All the participants of the course should read the assigned pensum every week,  

Participants also in should also prepare the presentation summary of the pensum in turn.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. スミス、2018、『ナショナリズムとは何か (ちくま学芸文庫) 』、筑摩書房 (ISBN:978-4480098733) 

2. E. ゲルナー、2000、『民族とナショナリズム』、岩波書店 (ISBN:978-4000021968) 

3. E. ホブズボウム／T. レンジャー（編）、1992、『創られた伝統』、紀伊国屋書店 (ISBN:978-4314005722) 
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4. P. ギアリ、2008、『ネイションという神話―ヨーロッパ諸国家の中世的起源』、白水社 (ISBN:978-4560026328) 

5. シャーマン，J.、2021、『〈弱者〉の帝国』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-005373-3) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 477 - 

■PD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 483 - 

■PD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 484 - 

■PD154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 栄莉(HASHIMOTO ERI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 498 - 

■PD258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD301／地域社会調査特殊研究 Ａ 

(Research on Area Survey A) 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

すかを具体的に検討する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

  履修者の発表の順番は、新入生の修士論文紹介、本年度博士論文執筆予定者のスケジュール、フィールドワークの予定、所

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

すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(40%)/発表方法・内容(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD302／地域社会調査特殊研究 Ｂ 

(Research on Area Survey B) 

担当者名 

（Instructor） 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

る。したがって春学期の地域社会調査特殊研究Ａから継続して履修することが期待される。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(40%)/発表方法・内容(60%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査実習 Ａ 

(Practice on Area Survey A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS7630 

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。 

 

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。 

 

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%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

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)） 

地域社会調査実習Ａ（春学期）の受講者は、地域社会調査実習 B（秋学期）を受講し、同じ調査地での本調査を実施して報告書

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。 
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注意事項（Notice） 
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■PD312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／地域社会調査実習 Ｂ 

(Practice on Area Survey B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
ICS7630 

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。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地域社会調査実習Ａ（春学期）の予備調査の結果をふまえて、夏期休業もしく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。 

 

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%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、地域社会調査実習Ａ（春学期）の事前学習や予備調査の成果をもとに発展させるものである。「その他登録」であり、

春学期の地域社会調査実習Ａの初回授業時に地域社会調査実習Ａおよび Bの履修申請をする必要がある。 履修希望者は春

学期初回授業のガイダンスに必ず出席すること。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。 
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注意事項（Notice） 
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■PF101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF112／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF113／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF162／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF163／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 536 - 

■PF209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 537 - 

■PF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 538 - 

■PF212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF212／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 539 - 

■PF213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF213／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 540 - 

■PF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 541 - 

■PF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 542 - 

■PF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 昌樹(AKIBA YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 543 - 

■PF256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 544 - 

■PF257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
柏木 敦(KASHIWAGI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 545 - 

■PF258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 546 - 

■PF259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF262／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF263／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF301／教育哲学基礎研究 

(Studies in Philosophy of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱いますが、今年度は特に「身体性認知」「現象学的身体論」を共通テーマとします。基本的に受講者それぞれ

による発表とディスカッションを中心に進めていきます。教科書として、ローレンス・シャピロ（Lawrence Shapiro）の編著、リチャー

ド・シュスターマン（Richard Shusterman）とシャイ・ウェルチ（Shay Welch）の著作を挙げておきますが、受講者から共同して文献講

読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。また修士論文に関連する発表を定期的に行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめと振り返り 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(複数回)(70%) 

最終レポートはかならず提出すること。また、すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Shapiro, L.. 2017. The Routledge Handbook of Embodied Cognition. Routledge (ISBN:1138573973) 

2. Shusterman, R.. 2008. Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics. Cambridge UP 

(ISBN:0521675871) 

3. Welch, S.. 2019. The phenomenology of a performative knowledge system. Palgrave Macmillan (ISBN:3030049353) 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

4. Nicholson, David W.. 2016. Philosophy of Education in Action. Routledge (ISBN:978-1-138-84304-2) 

5. Bailey, R. et al. (ed.). 2010. The Sage handbook of Philosophy of Education. Sage (ISBN:978-1-44627-041-7) 

それ以外は随時指定します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF303／日本教育史基礎研究 

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

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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の教育に関わる歴史的視点を養い、研究到達点の確認、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術、史料読解

に関わる知識などを習得する。特に一次史料の収集、読解に重点を置き、前期課程よりも高い水準で研究能力を身につけること

を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代の教育制度政策史や教育に関わる、あるいは教育を取り巻く諸事実に関する研究を検討し、教育史研究における研究

到達点、課題設定方法、研究論文作成に関わる基礎的な技術などを習得する。テキストや論文を読み、関連する史料を収集し、

読解するなどの作業を通して、受講者の課題意識、方法意識を明確にする。「教育」が形作られていく過程を、幅広い観点から捉

え、検証することを心がけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読と史料読解 1 

3. 文献講読と史料読解 2 

4. 文献講読と史料読解 3 

5. 文献講読と史料読解 4 

6. 文献講読と史料読解 5 

7. 文献講読と史料読解 6 

8. 文献講読と史料読解 7 

9. 文献講読と史料読解 8 

10. 文献講読と史料読解 9 

11. 文献講読と史料読解 10 

12. 文献講読と史料読解 12 

13. 文献講読と史料読解 13 

14. 文献行動および史料読解の総括 

 

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

講読文献をあらかじめ読み込んでおくこと。 

関連資史料の検索、調査、確認などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/発表および資料の内容(40%)/質疑への参加(20%) 

全ての評価方法において、前期課程より高い到達水準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 教育史学会編、2018、『教育史研究の最前線Ⅱ』、六花出版 (ISBN:9784866170428) 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

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. 佐藤秀夫、2004 年、『教育の文化史』１（学校の構造）、阿吽社 (ISBN:9784900590809) 

4. 佐藤秀夫、2005 年、『教育の文化史』２（学校の文化）、阿吽社 (ISBN:9784900590816) 

5. 日本近代教育史料研究会編、2014-2016 年、『編集復刻日本近代教育史料大系 公文類聚』第 21 巻-第 41 巻、龍渓書舎 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF307／教育社会学基礎研究 

(Studies in Sociology of Education) 

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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育社会学系論文の批判的読解力を向上させること 

 

授業の内容（Course Contents） 

英文文献講読 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 文献講読 

 

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

訳文の作成作業では、単に逐語訳をするのではなく、丁寧に深く理解しながら、可能な限り美しい日本語で作成することを目指し

つつ、その作業過程で概念理解を深化させ、自身の問題関心に照らし合わせて使える状況にまでしていけるようにされたい。ま

た、関連する文献を積極的に探し出しつつ、参加者間でシェアしていけるよう、受講者相互に研究能力を高めあえるような関係を

常に築いていかれたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告、ディスカッション等の授業内活動(60%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Norman K. Denzin. 2018. Performance Autoethnography: Critical Pedagogy and the Politics of Culture. Routledge 

2. Harold Garfinkel. 2002. Ethnomethodology's Program. Rowman& Littlefield Pub Inc 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 555 - 

■PF309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF309／教育心理学基礎研究 

(Studies in Educational Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達に対する社会文化歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会文化歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

いて報告し、議論を行う。 

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

究検討も随時行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。 

履修前あるいは早期に参考文献に目を通しておいてほしい。 

また、授業後には授業内容を各自が総括したレポートの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯胖 他、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-006509-2) 

2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2389-3) 

3. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1186-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 
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注意事項（Notice） 
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■PF311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF311／教育方法学基礎研究 

(Studies in Curriculum, Instruction and Assessment) 

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） 
EDU7710 

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） 

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

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

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

研究では行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. まとめ 

 

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

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

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 
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■PF313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF313／社会教育学基礎研究 

(Studies in Adult and Community Education) 

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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会教育の歴史的研究の前提となる現代日本社会の歴史的特質についての基本認識を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉見俊哉『ポスト戦後社会』（岩波新書、2009 年）を輪読し、現代日本社会の歴史的特徴を把握します。その後は同書の内容に

関連するいくつかの同時代史研究の論文を検討します。検討する論文に関しては学生の興味関心や研究テーマに応じて決めて

いきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読① 

3. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読② 

4. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読③ 

5. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読④ 

6. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読⑤ 

7. 吉見俊哉『ポスト戦後社会』の輪読⑥ 

8. 同時代史に関する研究論文の検討① 

9. 同時代史に関する研究論文の検討② 

10. 同時代史に関する研究論文の検討③ 

11. 同時代史に関する研究論文の検討④ 

12. 同時代史に関する研究論文の検討⑤ 

13. 同時代史に関する研究論文の検討⑥ 

14. 総括 

 

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

毎回受講生からレポーターを決めて発表してもらいます。扱う文献についてはレポーター以外も各自読んで予習をしておいてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての発表・授業への取り組み・コメントなどにおける貢献度(70%)/書評レポート(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉見俊哉、2008、『ポスト戦後社会』、岩波書店 (ISBN:4004310504) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私たちの現在を強く拘束する直近の過去である現代の歴史について基本的な事柄を学んでおくに越したことはないと思っていま

す。教育という営みを同時代の社会との接点で捉え返す視点や方法を身につけていきましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■PF315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF315／比較教育学基礎研究 

(Studies in Comparative Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Vincente L. Rafael

著"White Love" (Duke University Press 2000), Filomeno V. Aguilar Jr.著 "Migration Revolution" (NUS press 2014) または 

Vincente L. Rafael 著 "Motherless Tongues" (Duke University Press 2016) を考えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■PF317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF317／教育思想史基礎研究 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代仏教と教育をめぐる学説史的研究：世阿弥の稽古論を中心に 

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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史、教育哲学研究の最新の知見に触れる。 

（2）近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の必要性を理解する。 

（3）世阿弥と演劇、仏教の関係を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の一環として、今年度は、昨年度の演劇に関する文献講読を踏まえて、世阿弥の稽古論

と仏教をめぐる文献を講読する。具体的には、西平直の諸著作、西尾実『道元と世阿弥』、世阿弥『風姿花伝』などを読む予定で

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育思想史、教育哲学の研究動向について、研究の進め方 

3. 近代仏教と教育をめぐる学説史的研究の動向について 

4. 授業担当者の近著を読む（1） 

5. 授業担当者の近著を読む（2） 

6. 西平直『稽古の思想』を読む・前半 

7. 西平直『稽古の思想』を読む・後半 

8. 受講者の研究テーマの中間報告（1） 

9. 西平直『修養の思想』を読む・前半 

10. 西平直『修養の思想』を読む・後半 

11. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 1 

12. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 2 

13. 受講者の研究テーマの中間報告（2） 

14. 西尾実『道元と世阿弥』を読む・その 3、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） 

（1）課題文献を事前に熟読のこと。 

（2）レポーターはレジュメを作成して報告すること。レジュメをどのように作れば良いかはモデルを示しながら序盤の授業で指導す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/議論への貢献、報告レジュメの完成度(70%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西平直、2019、『稽古の思想』、春秋社 (ISBN:9784393313039) 

2. 西平直、2020、『修養の思想』、春秋社 (ISBN:9784393313053) 

3. 西尾実、1965、『道元と世阿弥』、岩波書店 

『道元と世阿弥』は絶版なので必要箇所をコピーして配布する。『風姿花伝』は秋学期に講読する。継続性の観点から、年間通し

て受講して欲しい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

3. 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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■PF341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF341／教育学特論 １ 

(Seminar in Educational Research 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

 

         「当事者の知に学ぶー当事者研究の可能性」 

担当者名 

（Instructor） 
向谷地 生良(MUKAIYACHI IKUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「難病患者、重度障がい者、依存症者などの当事者活動に源流を持つ当事者研究の歩みと精神医療に与えた影響、さらには他

領域への広がりの意味を理解し、基本的な展開ができるようになる」 

 

授業の内容（Course Contents） 

「１９７０年代から８０年代における当事者研究を生み出した当事者運動や企業における「一人一研究」（QC活動）などを学びなが

ら、精神医療に与えた影響について検証し、研究ミーティングの実際の展開についても実践的に学ぶ」 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当事者研究の源流：べてるを生み出し、当事者研究へと結実していく源流を探る 

2. 我が国の精神医療の現状：囲い込みの精神医学、管理の精神看護、服従の福祉との出会い 

3. べてるの家の誕生 その１ 苦労の哲学－社会復帰から社会進出へーべてるの理念 

4.      〃      その２ 変革は、弱く、小さく、遠いところから－一人一研究との出会い 

5. 当事者研究の誕生物語-共に弱くなる経験としての当事者研究 

6. 当事者研究とは 当事者研究の特徴と広がり、他領域における研究動向 

7. 対話実践としての当事者研究ー当事者研究が持つ対話の可能性と意義 

8. 当事者研究の展開ー当事者研究の構成と展開 

9. 当事者研究とオープンダイアローグ：オープンダイアローグの歩みと当事者研究の出会い、リカバリー概念と当事者研究 

10. 当事者研究の実際 その１ メンタルヘルス領域における当事者研究の実践 

11.      〃       その２ 子育て、企業、地域における当事者研究の実践 

12. レッツ当事者研究  その１   受講者による当事者研究演習 

13.      〃       その２        〃 

14. まとめ 全体を振り返りデスカッション 

 

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） 

複数回の授業内レポート(100%) 

2021.7.27 変更【変更前】レポート試験(Report Exam)100％<BR><BR>全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を

求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石原孝二・河野哲也・向谷地生良編、2016、『精神医学の哲学 3「精神医学と当事者」』、東京大学出版会 (ISBN-10 : 

413014183X) 

2. 向谷地生良、2018、『べてるの家から吹く風』、いのちのことば社 (ISBN-10 : 4264039010) 

 

参考文献（Readings） 

1. 浦河べてるの家、2002、『べてるの家の非援助論』、医学書院 (ISBN-10 : 4260332104) 

2. 向谷地生良、2009、『技法以前』、医学書院 (ISBN-10 : 4260009540) 

3. 向谷地生良編、2018、『レッツ当事者研究３』、地域精神保健福祉機構 (ISBN-10 : 4904378296) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

8／3（火）２限～５限 

8／4（水）２限～５限 

8／5（木）２限～５限 

8／6（金）１限～２限 
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注意事項（Notice） 
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■PF342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF342／教育学特論 ２ 

(Seminar in Educational Research 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校臨床社会学の方法と課題 

担当者名 

（Instructor） 
酒井 朗(SAKAI 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は、様々な教育事象を社会学的視点に立って分析するための基礎的な概念や理論、方法論を学ぶことを目的とする。と

りわけ、大きく変動する現代社会の中での教育制度の在り方やその中での教師、児童生徒の関係性をめぐる諸問題を採り上げ

ていきたい。教育現場の問題を積極的に取り上げる研究姿勢や研究成果の現場への還元という臨床的なスタンスを重視して検

討を深めていく。 

 初回に受講者の関心を聞いた上で具体的な講読文献は決める。また、受講者各自の研究に関する発表も求める予定である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．教育社会学の視点を理解し、基本的な概念を用いて様々な教育事象を分析的に解釈することが出来るようになる。 

２現在の学校教育が抱えている様々な問題について、社会学的な視点から批判的、分析的に追究できるようになる。 

３．教育事象に関するデータの収集方法や分析手法について理解する。 

４．臨床の視点の重要性を理解し、自らの研究姿勢について不断に省察していく姿勢を持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.イントロダクション：：授業の目的と計画について 

2. 社会学的な観点に立った教育事象の分析の有効性と課題について 

3. 文献講読(1) 教育をめぐる排除と包摂 

4. 文献講読(2) 格差社会と教育機会 

5. 文献講読(3) 労働市場の変容と就職問題 

6. 各自の問題関心の報告（１） 

7. 文献講読(4) 学校臨床社会学の視点と方法論 

8. 文献講読(5) 学校組織の社会学 

9. 文献講読 j(6) 教室における教師生徒関係 

10. 各自の問題関心の報告(2) 

11. 研究方法論について（１） 質的方法の基礎 

12. 研究方法論について（２） 質的方法の実際 

13. 研究方法論について（3） 臨床研究の意義 

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） 

１．指定された文献を講読し、コメントを書く。 

２．各自の研究計画を立て、資料を収集する。 

３．関連する文献を収集し、レビューする。 

４．講義で取り上げた課題について参考文献を読みレポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(40%)/講読論文へのコメント(20%) 

各課題において後期課程にふさわしい高度な達成を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心を聞いたうえで、講読する文献を決める。主に、学会誌などに掲載された論文を中心に読む。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井朗、2014、『教育臨床社会学の可能性』、勁草書房 

2. プシュカラ・プラサド、2018、『質的研究のための理論入門―ポスト実証主義の諸系譜』、ナカニシヤ出版 

3. 日本教育社会学会、2018、『教育社会学事典』、丸善出版 

4. H. ローダーほか編、2012、『グローバル化・社会変動と教育 1 市場と労働の教育社会学』、東大出版会 
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5. H. ローダーほか編、2012、『グローバル化・社会変動と教育 2 文化と不平等の教育社会学』、東大出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF343／教育学特論 ３ 

(Seminar in Educational Research 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多人数・マルチモーダルインタラクション研究の分析手法 

担当者名 

（Instructor） 
坊農 真弓(BONO MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多人数・マルチモーダルインタラクション研究のこれまでの流れを理解し，受講生全員が自らインタラクションデータを収録・分析

し，議論できる能力を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

人と人との社会的インタラクションは,言語学や心理学や人類学などの分野でこれまで数多くの研究がなされてきた.近年は日常

会話における視線やジェスチャーなどの身体動作を研究対象とする多人数・マルチモーダルインタラクション研究が注目を集めて

おり,そもそも言語とは何か,人と人との日常的なインタラクションとは何かを問いただす必要性が出てきている.本講義では,人と人

との日常的なインタラクションについての従来研究の多様性とその方法について包括的に解説し,受講者自身がインタラクション

データを収録・分析するための実践的手法の紹介を試みる. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 従来研究の概説(1)：非言語コミュニケーション論 

3. 従来研究の概説(2)：会話分析 

4. 従来研究の概説(3):マルチモーダルインタラクション分析 

5. データ収録の手法：収録対象・機材の選定 

6. データ収録の手法：収録デザイン・機材の扱い 

7. アノテーションの手法：ELAN入門 

8. アノテーションの手法：アノテーションのデザイン 

9. アノテーションの手法：トランスクリプトの作成 

10. アノテーションの手法：アノテーション・トランスクリプトの分析 

11. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：会話分析の手法 

12. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：マルチモーダルインタラクション分析の手法 

13. 分析の手法とプレゼンテーションの手法：ビデオを用いたプレゼンテーションの実践 

14. グループ最終発表 

 

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

グループ研究でのデータ収録，アノテーション，トランスクリプト作成，分析，発表資料準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/グループ研究への積極的な参加(30%)/講義への積極的な参加(25%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坊農真弓・高梨克也共編,人工知能学会編、2009、『知の科学 多人数インタラクションの分析手法』、オーム社 (ISBN:978-4-

274-20732-7) 

2. H.サックス・E.A.シェグロフ・G.ジェファソン(西阪仰訳・S.サフト翻訳協力)、2010、『会話分析基本論集-順番交替と修復の組織

-』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1501-6) 

3. 高梨克也、2016、『基礎から分かる会話コミュニケーションの分析法』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-1073-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://research.nii.ac.jp/~bono/ 

 



 - 567 - 

注意事項（Notice） 
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■PF344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF344／教育学特論 ４ 

(Seminar in Educational Research 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴィゴツキー・状況的認知・情動論的転換 

担当者名 

（Instructor） 
高木 光太郎(TAKAGI KOTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L. S. ヴィゴツキーの発達理論、1980 年代以降の心理学における再評価（状況的認知）、人類学を中心に近年展開されている情

動概念の捉え直し（情動論的転換）に関する文献の読解を通して、心理学における情動概念に関する理論的な理解を深めるとと

もに、理論的な文献を検討するための読解技法の基礎を身につけることを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説したのち、指定された文献を検討する。受講者はその回で検討する箇所をあら

かじめ精読したうえで授業に参加し、授業内ではグループワークおよびディスカッション形式で該当箇所の論理展開、理論的含

意、現代的な研究課題への適用可能性などの検討を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヴィゴツキー理論の概要について講義形式で解説する。  

2. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

3. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

4. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

5. ヴィゴツキーの発達理論に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

6. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

7. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

8. 状況的認知に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

9. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

10. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

11. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

12. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

13. 情動論的転換に関する文献の内容をグループワークおよびディスカッション形式で検討する。  

14. 授業のまとめと総括的な討論を行う。  

 

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

文献を検討する回については、あらかじめ検討箇所を精読し、論理展開について口頭で説明できるよう準備しておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/文献の事前検討・報告レジュメの準備等(10%)/グループワーク・ディスカッションへの積極的貢

献(40%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

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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■PF345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF345／教育学特論 ５ 

(Seminar in Educational Research 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本の社会移動・地域移動と学校教育 

担当者名 

（Instructor） 
中村 牧子(NAKAMURA 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本における社会移動・地域移動と学校教育との関わりを、多様な文献から読み解く。またそれを通して、この社会の経験し

た構造変動に対する学校教育の影響力と方向性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本における社会移動を考える上で、学校教育の影響は看過できないものである。それは、各階層に属する人々の移動に

対する意識と行動を変え、それを通じて社会構造そのものを変貌させた。授業では、戦前期の学校教育諸制度と、それを利用し

た／しなかった人々の社会移動・地域移動の経験や移動への意味付けをとらえた文献を講読する。これを通じ、近代日本社会に

おける移動機会の特質と、そこでの教育の役割を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の狙いと展望 1  社会移動・地域移動の歴史社会学から見える学校教育の意味 

2. 授業の狙いと展望 2  教育を介した社会移動と社会階層の問題 

3. 文献講読 1  高等教育：学校教育制度の確立と移動機会の変容 

4. 文献講読 2  同上 

5. 文献講読 3  中等教育：中等教育機会と社会階層 

6. 文献講読 4  同上 

7. 文献講読 5  初等教育：社会移動における初等教育の多様な意義 

8. 文献講読 6  同上 

9. 中間考察 1  近代における地域移動の必然性と特徴・影響 

10. 中間考察 2  中等非就学者の移動と機会の変容 

11. 文献講読 7  地域移動とその変容 

12. 文献講読 8  同上 

13. 文献講読 9  中等非就学者の地域移動・社会移動 

14. 文献講読 10  同上 

 

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

講読用文献の下読み。報告用レジュメの作成。関連する参考文献の講読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/文献講読と報告(40%)/授業への積極的参加(20%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村牧子、2018、『著名人輩出の地域差と中等教育機会』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4-86283-265-8) 

2. 菊池城司、2003、『近代日本の教育機会と社会階層』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-056206-1) 

3. 武石典史、2012、『近代日本の私立中学校』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06177-8) 

4. 吉田文・広田照幸編著、2004、『職業と選抜の歴史社会学』、世織書房 (ISBN:4-902163-12-8) 

他は受講者と相談のうえ決定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF346／教育学特論 ６ 

(Seminar in Educational Research 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的調査法の理論と実践 

担当者名 

（Instructor） 
額賀 美紗子(NUKAGA MISAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質的方法論の特長と多様なアプローチについて学び、質的方法を使って研究論文を執筆するための知識とスキル獲得をめざ

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の３つによって構成される。 

１）質的方法論の基本的知識に関するレクチャーとディスカッション 

２）質的方法論を使った文献についてのディスカッション 

３）参与観察・インタビューの実践およびデータ分析 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：質的研究法の特長・リサーチデザイン・発展の経緯 

2. 参与観察を行う：現場のメモからフィールドノーツへ 

3. フィールドノーツを書く①：何をどう見てどのように書くのか 

4. フィールドノーツを書く②「分厚い記述」 

5. 質的テキストを分析する：コーディングとグラウンデッドセオリーアプローチの実践 

6. 研究者のポジショナリティ、リフレクシヴィティと研究倫理 

7. 研究計画を立てる 

8. 話を聴く：半構造化インタビュー、ライフストーリー、生活史調査 

9. グループプロジェクト：インタビューテーマの設定とインタビューガイドの作成 

10. インタビューの技法：授業内ミニ実践 

11. インタビューを使った文献講読 

12. インタビューの分析①：コーディング 

13. インタビューデータの分析②：仮説生成へ 

14. インタビュープロジェクトの発表 

 

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

フィールドノーツの作成やインタビューデータの収集が求められます。また、ディスカッションの多い授業になるので積極的に参加

してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/通常の授業における複数回の課題提出(50%)/出席および授業参加度(10%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる』、新曜社 

 

参考文献（Readings） 

1. 小田博志、2010、『エスノグラフィー入門―<現場>を質的研究する』、春秋社 

2. 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』、有斐閣ストゥデイア 

3. 藤田結子・北村文、2013、『現代エスノグラフィー: 新しいフィールドワークの理論と実践 (ワードマップ)』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF347／教育学特論 ７ 

(Seminar in Educational Research 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美・芸術と人間形成 〜思想史の手法を用いて考える〜 

担当者名 

（Instructor） 
眞壁 宏幹(MAKABE HIROMOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ギリシャの時代から、美・芸術は西洋において人間形成・教育を主導する理念であり方法だった。それは政治や経済に還元

できない教育的価値を担保するものだったからである。この問題を思想史という手法を用いて考察し、現代日本におけるその可

能性を考えたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず履修者に自分の研究紹介を行ってもらった上で、自分の研究テーマと本演習のテーマの観点から最も興味深いと思われる

哲学者、心理学者、教育学者、教育者を、教科書『西洋教育思想史』から選び、個人発表を行ってもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 履修者研究紹介１ 

3. 履修者研究紹介２ 

4. 思想史的考察・発表１ 

5. 思想史的考察・発表２ 

6. 思想史的考察・発表３ 

7. 思想史的考察・発表４ 

8. 思想史的考察・発表５ 

9. 思想史的考察・発表６ 

10. 思想史的考察・発表７ 

11. 思想史的考察・発表８ 

12. 思想史的考察・発表９ 

13. 思想史的考察・発表１０ 

14. 総合ディスカッション  

 

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

毎回、あらかじめ履修者は、発表者が取り上げる教育実践・理論について教科書の該当箇所を必ず読んでおくことが求められ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(複数回)(50%)/発表(複数回)(50%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 眞壁宏幹、2020、『西洋教育思想史』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

教科書の参考図書を参照のこと。また、授業時でも適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習・ゼミ形式で行う。すなわち、発表とディスカッションが中心となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■PF349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF349／教育学特論 ９ 

(Seminar in Educational Research 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
高大接続・大学入試改革 

担当者名 

（Instructor） 
濱中 淳子(HAMANAKA 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） 
EDU7710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

高大接続ならびに大学入試のありように関しては、さまざまな立場の識者・関係者が考えを呈してきた。この授業では、教育社会

学者の指摘を中心にこれまでの議論を整理し、社会学的なものの見方とともに教育改革論議を俯瞰的にみるスキルの獲得をめ

ざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は以下の４つによって構成される。 

１） 高大接続・大学入試改革に関するレクチャーと質疑応答 

２） 関係者による議論のレビューと特徴抽出 

３） 海外の事例のレビューと特徴抽出 

４） 全体の整理 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 高大接続・大学入試改革の変遷 

3. 統計学者・「入試学」研究者の主張を整理する 

4. 英語教育・国語教育の主張を整理する 

5. 現場の教員・ジャーナリストの主張を整理する 

6. 教育社会学者の議論を整理する① 

7. 教育社会学者の議論を整理する➁ 

8. 教育社会学者の議論を整理する③ 

9. 教育社会学者の議論を整理する④ 

10. 大学入試センター研究開発部の試み 

11. 海外の事例（アジア）に学ぶ 

12. 海外の事例（欧米）に学ぶ 

13. 総括討論① 

14. 総括討論➁ 

 

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

予習：指定文献がある回については目を通し、コメントを作成してくることが求められる。 

復習：毎回の振り返りレポートを作成することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ中の議論への参加と発言(70%)/振り返りの内容(30%) 

３分の２以上出席していない場合は、単位取得不可とする。すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求

する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山村滋・濱中淳子・立脇洋介、2019、『大学入試改革は高校生の学習行動を変えるか : 首都圏 10 校パネル調査による実証

分析』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623086437) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南風原朝和編、2018、『検証 迷走する英語入試――スピーキング導入と民間委託』、岩波書店 (ISBN:4002709841) 

2. 中村高康編、2020、『大学入試がわかる本――改革を議論するための基礎知識』、岩波書店 (ISBN:4000614215) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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①その他必要資料等は、授業時に提示する。（配布・提供の方法はあらかじめ周知する）  

➁履修者のバックグラウンドや人数に応じて、適宜計画を変更する可能性があることを先に断っておく。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 581 - 

■PG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 582 - 

■PG151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 583 - 

■PG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 584 - 

■PG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 585 - 

■PG155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 586 - 

■PG156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 587 - 

■PG157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 588 - 

■PG158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 589 - 

■PG159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 590 - 

■PG201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 591 - 

■PG202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 592 - 

■PG203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 593 - 

■PG205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 594 - 

■PG206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 595 - 

■PG207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 596 - 

■PG208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 597 - 

■PG209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 598 - 

■PG251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 599 - 

■PG252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 600 - 

■PG253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 601 - 

■PG255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 602 - 

■PG256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 605 - 

■PG259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG301／日本文学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in Japanese Literature P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後 GHQ占領期におけるメディアと文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

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） 

戦後 GHQ占領期におけるメディアと文学について学ぶ 

各自の研究を深め、論文執筆に結びつける。 

This course introduces media and literature during the GHQ occupation period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表、ディスカッション、論文執筆、研究指導を行う。 

博士論文執筆および学内外の学術誌への論文投稿などに結びつく指導を行う。 

各自の研究テーマ、論文作成に極力引き付けた発表で構わない。 

キーワードは、検閲、プロパガンダ、インテリジェンス、闇市、冷戦 

The aim of this course is to help students acquire the necessary  skills  and  knowledge  needed  to achieve a better 

performance in their studies 

Students will try to capture the literary culture from the 1930s to the 1950s as continuously as possible within the constraction 

of the "trans-war " regime. 

Keywords are censorship, propaganda, intelligence, black market, trans-war regime, Cold War, rethinking of literary history  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬発表 

3. 学生研究発表 

4. 学生研究発表 

5. 学生研究発表 

6. 学生研究発表 

7. 学生研究発表 

8. 学生研究発表 

9. 学生研究発表 

10. 学生研究発表 

11. 学生研究発表 

12. 学生研究発表 

13. 学生研究発表 

14. まとめ 

 

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

発表に向けて調査研究を行いレジュメを作成して授業にのぞむ 

発表時のディスカッション、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時のディスカッションにおける積極的な参加、意見の発信(60%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

志賀直哉「灰色の月」、太宰治「トカトントン」、坂口安吾「白痴」「不連続殺人事件」、武田泰淳「蝮のすえ」、石川淳「黄金伝説」な

ど。授業中にも提示。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 607 - 

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） 
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■PG302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG302／日本文学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「貫戦期」の枠組みで学ぶ２０世紀日本文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後 GHQ占領期（1945-1952）における、メディアと文学について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

発表、ディスカッション、論文執筆、研究指導を行う。 

各自の研究テーマ、論文作成に極力引き付けた発表で構わない。 

各自の博士論文提出、大学内外の学術誌への論文投稿に結びつく指導を行う。 

 

「貫戦期」の枠組みで、できる限り 1930 年代から 1950 年代までの文芸文化を連続的に捉えるよう試みる。 

テクスト分析をいかなる文学史の枠組みのうちに位置付けるかという方法論を学ぶ。 

キーワード 

検閲、プロパガンダ、インテリジェンス、ヤミ市、貫戦期、冷戦、文学史再考 

 

Students may make presentations that are as relevant as possible to their research themes and doctoral treatise writing. 

This course provides research guidance that leads to the submission of doctoral dissertations by each student and the 

submission of dissertations to academic journals. 

Students will try to capture the literary culture from the 1930s to the 1950s as continuously as possible, using the structure of 

the "trans-war "regime. 

Students will learn the methodology of locating text analysis in what literary history structure and in what research history their 

research treatises should be relativized. 

 

Keyword: 

censorship, propaganda, intelligence, black market, trans-war regime, Cold War, rethinking of literary history 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬授業 

3. 学生研究発表 

4. 学生研究発表 

5. 学生研究発表 

6. 学生研究発表 

7. 学生研究発表 

8. 学生研究発表 

9. 学生研究発表 

10. 学生研究発表 

11. 学生研究発表 

12. 学生研究発表 

13. 学生研究発表 

14. まとめ 

 

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

調査研究を行い発表分担についてレジュメを作成して授業にのぞむ 

授業時のディスカッション、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レジュメ、発表内容(40%)/ディスカッションへの積極的な参加(20%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 
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テキスト（Textbooks） 

太宰治「冬の花火」、三島由紀夫「橋づくし」、「荒地派」詩集（鮎川信夫、田村隆一、黒田三郎）、大岡昇平「武蔵野夫人」他、授業

中にも提示 

 

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） 
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■PG303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG303／日本文学特殊研究 Ｐ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature P2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎（講義・演習） 

3. 書物の要素① ； 表紙（講義） 

4. 書物の要素② ； 見返し（講義・演習） 

5. 書物の要素③ ； 料紙 斐紙（講義） 

6. 書物の要素④ ； 料紙 楮紙（講義・演習） 

7. 装訂のさまざま① ； 巻子本 粘葉装 その１（講義） 

8. 装訂のさまざま② ； 巻子本 粘葉装 その２（演習） 

9. 装訂のさまざま③ ； 冊子本 列帖装 その１（講義） 

10. 装訂のさまざま④ ； 冊子本 列帖装 その２（演習） 

11. 装訂のさまざま⑤ ； 冊子本 袋綴装 その１（講義） 

12. 装訂のさまざま⑥ ； 冊子本 袋綴装 その２（演習） 

13. 装訂のさまざま⑦ ； その他の装訂  その１（講義） 

14. 装訂のさまざま⑧ ； その他の装訂  その２（講義） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG304／日本文学特殊研究 Ｐ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを、目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、 

息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 書物の成立 序・跋文（講義） 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その１（講義） 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その２（講義・演習） 

5. 図書館・文庫について① （講義） 

6. 図書館・文庫について② （演習） 

7. 図書館・文庫について③ （講義） 

8. 図書館・文庫について④ （演習） 

9. 諸本と伝本 ① （講義） 

10. 諸本と伝本 ② （演習） 

11. 諸本と伝本 ③ （講義） 

12. 諸本と伝本 ④ （演習） 

13. 古筆切と手鑑 （講義・演習） 

14. 古筆切と短冊 （講義・演習） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 613 - 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG308／日本文学特殊研究 Ｐ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「再生産」小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
飯田 祐子(IIDA YUKO) 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
秋学期集中講義 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、文学作品の読解に必要な、専門知識と分析方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「再生産」について書かれた小説を読む。妊娠、出産、母性、母娘関係、ケアなどをキーワードとして、分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：「再生産」領域とは何か 女性文学というジャンル 

2. 講義：樋口一葉「この子」『日本之家庭』1896.1 

3. 講義：野上弥生子「新しき命」『青鞜』1914.4 

4. ディスカッション：近代における再生産領域と小説 

5. 講義：松田解子「乳を売る」『女人芸術』1929.8 

6. 講義：宮本百合子「乳房」『中央公論』1935.4 

7. ディスカッション：プロレタリア文学における再生産領域 

8. 講義：高橋たか子「子供さま」『群像』1969.7 

9. 講義：津島佑子「葎の母」『文藝』1974.8 

10. ディスカッション：戦後における再生産領域と小説 

11. 講義：村田沙耶香『消滅世界』2015.12 

12. 講義：宇佐見りん「かか」『文藝』2019.10 

13. ディスカッション：現在における再生産領域と小説 

14. まとめ：再生産領域の問題性  

 

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

講義のあと、ディスカッションの時間を設ける。授業で取り上げる作品を事前に読み、それぞれの作品の独自性について、意見を

まとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開講日は以下とする。 

11/13、2-5 限 

11/20、2-4 限 

12/4、2-4 限 

12/11、2-5 限 

 

注意事項（Notice） 
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■PG309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG309／日本文学特殊研究 Ｐ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature P5A) 

担当者名 

（Instructor） 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG310／日本文学特殊研究 Ｐ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P5B) 

担当者名 

（Instructor） 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

平澤 卓也(HIRASAWA TAKUYA) 

井野 葉子(INO YOKO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答１０ 

12. 発表と質疑応答１１ 

13. 発表と質疑応答１２ 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG311／日本文学特殊研究 Ｐ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature P6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、博士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を確認し、確かなものとすることを目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。また、その実践的トレーニングとして、段階的にミニ・レポートを作成す

る。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明  

2. 研究・ライティングの意義とねらい 

3. レポートの書き方①研究論文からの検討（書式ほか） 

4. レポートの書き方②研究論文からの検討（文章表現ほか） 

5. レポートの書き方③研究論文からの検討（ユニークポイントほか） 

6. レポートの準備①作品の概要執筆 

7. レポートの準備②概要のハイライト 

8. レポートの準備③作家発言・書評等の批判的検討 

9. レポートの準備④本文引用＋解釈サンプル 

10. レポートの準備⑤アピールポイントの設定 

11. レポートの作成①ミニ・レポートプランの作成 

12. レポートの作成②ミニ・レポートの本論作成 

13. レポートの作成③ミニ・レポートの構成確認 

14. レポートの作成④ミニ・レポートについての意見交換 

 

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

参考文献を自主的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業では、論文の書き方について学

ぶと同時に、吉本ばなな「ハチハニー」（予定）をサンプルに、ミニ・レポートを作成する。そのために必要な作業・思考を、適宜課

すことになる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

吉本ばなな「ハチハニー」は授業時に配布予定。なお、吉本ばなな『不倫と南米』および『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短

篇 29』に収載。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

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 (ISBN:978-4065135020) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、原則として、オンライン授業（授業時間における ZOOM を用いた授業）で行います。別途、Blackboardを用いた課題

の提示・提出などがあります。 
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注意事項（Notice） 
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■PG312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG312／日本文学特殊研究 Ｐ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature P6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、博士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を確認し、確かなものとすることを目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、実際にアウトプットして検討する。具体的には、任意の作品を対象とした受講生のレポートを素材として、分析・検討

をした上で、ディスカッションを行う。なお、授業計画は受講生の希望や能力に応じて、適宜調整する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. 前期レポートの報告①（書式・論旨） 

3. 前期レポートの報告②（構成・先行研究との距離） 

4. レポートの準備①作品の概要執筆 

5. レポートの準備②概要のハイライト 

6. レポートの準備③先行研究のまとめ 

7. レポートの準備④先行研究の批判的検討 

8. レポートの準備⑤本文引用＋解釈サンプル 

9. レポートの作成①レポートプランの作成 

10. レポートの作成②レポートの自己点検項目設定 

11. レポートの作成③レポート第１稿についての意見交換 

12. レポートの作成④ブラッシュアップと分量調整 

13. レポートの作成⑤レポート第２稿についての意見交換 

14. 授業のまとめ、第３稿の目標 

 

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

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の実践につなげていくこと。なお、実践のためのテクストとして

は、岡本かの子「鮨」を予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/授業内報告(30%)/提出物(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 

2. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・原則として日本文学特研Ｐ６Ａを履修した者が受講することが望ましい。 

・この授業は、オンライン授業（授業時間における ZOOM を用いた授業）で行います。所連絡、課題の提示・提出などには、

Blackboard を用います。（2021.9.3 変更） 

【変更前】 

・原則として、受講は日本文学研究 P６Ａを履修した者に限る。 

・初回については対面実施とし、以後は履修者との相談により決定する（数回は、オンラインの回を設定予定）。 
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注意事項（Notice） 
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■PG351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG351／日本語学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in the Japanese Language P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢語副詞の歴史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語史研究に必要な専門知識および手法を身に付け、それを自らの研究に応用できるようになることを目標とします。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

鳴海伸一『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』（ひつじ書房、2015 年）を読み進めます。著者の意図す

るところをくみとりながら、内容を過不足なく押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解

決方法を見出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳴海伸一、2015、『日本語における漢語の変容の研究―副詞化を中心として―』、ひつじ書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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します。 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG352／日本語学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in the Japanese Language P1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法変化の研究 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 卓(KAWASE SUGURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文法変化がいかなるものなのか、それをどう捉えればいいのか理解すること、そしてそれを自らの研究に応用できるようになるこ

とを目標とします。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小柳智一『文法変化の研究』（くろしお出版、2018 年）を読み進めます。著者の意図するところをくみとりながら、内容を過不足なく

押さえます。そのうえで、研究史上に正確に位置づけ、問題点を指摘し、発展的な解決方法を見出します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

（予習）演習担当者は入念に準備を行ってください。見やすく、要点を押さえた演習資料を作成してください。担当者以外の受講生

も該当章をあらかじめ読み、問題となりそうな点を考えておいてください。 

（復習）授業で話題となった事象について関連文献を調べたり、授業中に紹介された参考文献を読んだりして、理解を深めてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(40%)/討議への参加状況(20%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小柳智一、2018、『文法変化の研究』、くろしお出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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します。 

受講者と相談の上、授業内容（読み進める書籍や論文など）を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■PG353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG353／日本語学特殊研究 Ｐ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language P2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの９講から１３講を取り上げる計

画である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 時制－テンス・アスペクト 

3. 時制－き・けり 

4. 時制－つ・ぬ 

5. 時制－り・たり 

6. 時制－局面動詞 

7. 時制－結果キャンセル表現 

8. 推量－法助動詞 

9. 推量－べし 

10. 推量－めり 

11. 推量の助動詞 

12. 推量－む 

13. 推量－らむ 

14. 推量－けむ 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG354／日本語学特殊研究 Ｐ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language P2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語古典文法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 功眞(SUZUKI NORIMASA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語古典文法の全体像を把握し、歴史的な変化の概要を説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストを購読し日本語古典文法とその歴史的変遷の全体像を講義する。この学期ではテキストの１４講から２０講を取り上げる

計画である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、教科書について 

2. 反実仮想 

3. 意思 

4. 勧誘 

5. 希望 

6. 疑問 

7. 形容詞 

8. 連用修飾 

9. 形容動詞 

10. 副詞 

11. 連体修飾 

12. 準体句 

13. 格助詞 

14. 格の代換 

 

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

授業計画に示した内容のテキスト該当ページを予習すること。復習は授業内容を再確認し、古典諸資料より類例を探索すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田勝、2018、『読解のための古典文法教室』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0857-3) 

 

参考文献（Readings） 

電子辞書でかまわないので古語辞典を持参すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG371／中国文学特殊研究 Ｐ１Ａ 

(Studies in Chinese Literature P1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA 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） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を精密に読解できるようになることを目標とする。前期課程で修得した知識を一層深め、あ

わせて中国哲学の基本的語彙について学ぶことで、中国古典を研究する上での高度な技法を修得してそれらを活用する能力を

修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

真徳秀『大学衍義』を講読する。同書は朱子学の立場から人倫について解説している。この中から数段を選び出して講読すること

によって、中国哲学における基礎概念についてまなぶ。講読では江戸時代の和刻本をテキストとして用いることで、現在の標準

的な訓点とは異なる当時の訓点の付け方も学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要説明 

2. 中国思想史・文化史の概観 

3. 朱子学について 

4. 講読と討論（１） 

5. 講読と討論（２） 

6. 講読と討論（３） 

7. 講読と討論（４） 

8. 講読と討論（５） 

9. 講読と討論（６） 

10. 講読と討論（７） 

11. 講読と討論（８） 

12. 講読と討論（９） 

13. 朱子学の人間本性論について 

14. まとめ 

 

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

テキスト講読箇所の予習は全員必須。授業で教示した諸事項について参考文献・サイトを調べることで復習することにより知識と

して定着させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 真徳秀、1787、『大学衍義』、皇都書林 

テキストは講読対象箇所を授業においてプリントもしくは電子データ（PDF）で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田虔次、1978、『大学・中庸』、朝日新聞社 

2. 土田健次郎、2013-2015、『論語集注』、平凡社 (ISBN:9784582808414) 

3. 小島毅、2013、『朱子学と陽明学』、筑摩書房 (ISBN:9784480095695) 

4. 小島毅、2021、『中国思想と宗教の奔流』、講談社 (ISBN:9784065221433) 

 

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

 

 

  



 - 627 - 

■PG372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG372／中国文学特殊研究 Ｐ１Ｂ 

(Studies in Chinese Literature P1B) 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアにおける古典について漢文によって書かれたものを中心に、前期課程で修得した知識をより一層深め、現代文明が直面

する課題に対して高度で専門的な視点に立った人文知の面から考える智恵を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

吉川幸次郎『古典について』（筑摩書房、1966 年）は中国文学研究の大家吉川幸次郎が日本漢学の古典について初学者向けに

わかりやすく解説した名著である。久しく絶版の状態が続いたが、2021 年に講談社学術文庫から復刊されて入手しやすくなる。

そこでこの機会に同書を講読し、中国古典学についての知識を修得するとともに、あわせてそこから現代を生きる日本人に役に

立つ智恵を汲み取る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要の説明 

2. 「古典」について 

3. 日本における中国古典受容の歴史１：古代・中世 

4. 日本における中国古典受容の歴史 2：近世 

5. 『論語古義』と『論語徴』 

6. 伊藤仁斎 

7. 伊藤東涯 

8. 安積澹泊 

9. 本居宣長 1：漢学からの影響 

10. 本居宣長２：漢学への批判 

11. 安井息軒 

12. 明治時代の漢学 

13. 20 世紀の漢学 

14. まとめ 

 

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

指定した教科書についてはあらかじめ予習読書しておくこと。下記参考書及び授業中に紹介する関連書籍について、復習として

自修することにより知見を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川幸次郎、2021、『古典について』、講談社学術文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田亀鑑、1991、『古典学入門』、岩波書店 (ISBN:4003318412) 

2. 二松学舎大学文学部、2017、『改訂新版 中国学入門: 中国古典を学ぶための 13 章』、勉誠出版 (ISBN:4585200338) 

3. 吉川幸次郎、2015、『漢文の話』、筑摩書房 (ISBN:4480090274) 

4. 吉川幸次郎、1984-1987、『吉川幸次郎全集』、筑摩書房 (ISBN:4480746013) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

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

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 632 - 

■PH105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 633 - 

■PH106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 634 - 

■PH151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 635 - 

■PH152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 636 - 

■PH154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 637 - 

■PH155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 638 - 

■PH156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 639 - 

■PH202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 640 - 

■PH203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 641 - 

■PH204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 642 - 

■PH205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH301／フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む（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） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説作品を読みながら，同時に自らの研究の基盤となる文学研究の方法論について考え、また批

評の様々なテクニックを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

十九世紀の小説は基本的に恋愛小説であり、当然のことながら男と女が出会うシーンが出てくる。この授業では色々な作家の作

品から男女の出会いのシーンを特別に取り上げて、それを精読していく。バルザック、スタンダール、フローベール、ゾラといった

代表的な作家の作品に触れつつ、同時に文学テキストの分析の仕方を学ぶため，様々な批評の抜粋を読みたいと考えている。

受講者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では抜粋しか扱わないが、できるだけ作品全体に目を通すようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

博士後期課程の学生には一段と高度な内容を求めることになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Jean Rousset. 1981. Leurs yeux se rencontrèrent. José Corti 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH302／フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む（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） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説家の短編作品を読みながら、同時に批評や研究の方法について考える。  

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期は短い作品を読み切ることを目標に、短編小説を精読したい。取り上げるテキストは学生と相談して決めることになるが、

とりあえずメリメやモーパッサンなどが候補になる。またフランス語のテキストの精読と並行して，文学テキストの分析の仕方を学

ぶため，批評にも触れていきたい。受講者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。な

お、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う作品以外にも、翻訳でかまわないので、できるだけたくさんの作品に触れてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

博士後期課程の学生には一段と高度な内容を求めることになる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田稔、1991、『フランス傑作短編選』、岩波文庫 (ISBN:4003258819) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH303／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20 世紀フランス小説と批評を読む 

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） 
FRL7813 

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 世紀フランス文学を代表する小説や批評を素材にして、フランス語テクストの精読をおこないながら、論文を書くうえで役に立

つ文学研究の方法論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀の小説の抜粋や研究論文を読みながら、フランス文学の原典を分析し論じるためのコツを身につけてもらう。必要に応じ

て、おもにプルースト研究を例にとり、伝記研究、テーマ批評、ナラトロジー（物語の技法論）、脱構築、表象文化史的アプローチ、

ディスクール分析、草稿研究（生成批評）など、フランス文学研究の方法論、批評の歴史について紹介する。学んだ読解の技法

を、受講者自身の研究対象に応用する機会にもしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から原則としてオンラインで実施し、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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■PH304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH304／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プルースト『失われた時を求めて』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 昌文(OGURO 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） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルースト『失われた時を求めて』の精読をとおして、文学研究に必要な読解力と批評力を深める。 また、論文執筆に役立つ文

学研究の方法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『失われた時を求めて』の主要な場面を取り上げて丁寧に読んでゆく。精読に際しては、２０世紀初頭の文学動向や文化的・社会

的コンテクストを学ぶとともに、文学作品の多角的な分析方法に親しむ機会ともする。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回から原則としてオンラインで実施し、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します。 

 

注意事項（Notice） 
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■PH305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH305／フランス文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH306／フランス文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学ぶ。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH310／フランス文学特殊研究 ５Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス政治哲学への招待：（ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿から） 

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） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある古典的テクスト（おそらくジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿－受講生と相談）を精読しつつ、そこから過去

の、現在のフランス、フランスの政治、政治制度、政治思想について多角的に考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある古典的テクスト（おそらくジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』ジュネーヴ草稿－受講生と相談）の精読を通じて、西欧政治

思想史とその諸問題のみならず、フランスとは何か、フランス革命とは何か、近代民主主義とは何か、政治文化とは何か、さらに

は宗教と政治の関係についても概観を示します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入  

2. 作品の背景について 

3. テクスト読解（１） 

4. テクスト読解（２） 

5. テクスト読解（３） 

6. テクスト読解（４） 

7. テクスト読解（５） 

8. テクスト読解（６） 

9. テクスト読解（７） 

10. テクスト読解（８） 

11. テクスト読解（９） 

12. テクスト読解（１０） 

13. テクスト読解（１１） 

14. テクスト読解（１２）＋まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストの読解はもちろんのこと、作品全体の理解につとめてください。参考文献は、初回授業で指示します。日本語でおすすめ

の文献は、残念ながらほとんどありません。ただし、翻訳でルソー『社会契約論』を読んでおいてください。現時点で精読しようと考

えているのはこの有名な書物のいわゆる前段階のバージョンです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・参加態度(30%)/課題(30%)/授業内での報告(20%)/テクスト理解度(20%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献等については一回目の授業で指示する。翻訳でルソー『社会契約論』を読んでおいてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回のみオンラインで実施し、受講生と相談して、授業形態を決めたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■PH351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH351／フランス語学特殊研究 １Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。博士論文にふさわしい高度な

水準の達成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行い、学生自身による研究発表も行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語の文法についての初歩的な説明を行った後、テクストの抜粋などを読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方、図書館ガイダンス 

5. 古フランス語入門１ 

6. 古フランス語入門２ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 学生発表１ 

13. 学生発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

評価において博士後期課程にふさわしい高度な達成水準を求める 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オンラインの仏語辞書サイト 

http://micmap.org/dicfro/ 

立教大学 Master of Writing, Master of Presentation 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofWriting.pdf 

https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/qo9edr0000005dbr-att/MasterofPresentation.pdf 

初回から原則としてオンラインで実施し、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。 
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注意事項（Notice） 
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■PH352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH352／フランス語学特殊研究 １Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。博士論文にふさわしい高度な

水準の達成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った作品のほか、他の時代のテクストを取り上げ、精読を行う。あわせて背景となるフランスの文化や歴史についても案内を行

う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. フランス語の歴史、フランス語文法の確認 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 発表２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

評価において博士後期課程にふさわしい高度な達成水準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ギ=レノ・ド・ラージュ、1988、『古フランス語入門』、朝日出版社 (ISBN:425581046X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフランス語学特殊研究１Aを受講していることが望ましい。 

初回から原則としてオンラインで実施し、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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■PI101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 662 - 

■PI104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 663 - 

■PI105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 664 - 

■PI106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 665 - 

■PI151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 666 - 

■PI152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 667 - 

■PI153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 668 - 

■PI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 669 - 

■PI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 670 - 

■PI201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 671 - 

■PI202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 672 - 

■PI203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 673 - 

■PI204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 674 - 

■PI205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 675 - 

■PI206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 676 - 

■PI251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 677 - 

■PI252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 678 - 

■PI253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 679 - 

■PI254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 680 - 

■PI256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 681 - 

■PI301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI301／ドイツ文学特殊研究 ８Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Das mimetische Begehren in Johann Wolfgang von Goethes Wahlverwandtschaften 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Die Studierenden sollen den Roman lesen und mit Hilfe von Sekundärliteratur eigenständig interpretieren.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Roman bietet schier endlose Möglichkeiten der Interpretation. Um einen präzisen Blick auf den Text zu wahren, bedarf es 

deshalb einer theoretisch fundierten Herangehensweise. Im vorliegenden Fall soll dies mit Hilfe von René Girards Mimesis-

Theorie erfolgen. Die Studierenden werden deshalb gleichermaßen mit Girards theoretischem System und mit Goethes Text 

vertraut gemacht, ehe sie zu einer selbstständigen Interpretation gelangen.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Goethes Wahlverwandtschaften: Einführung 

2. René Girards Theorie des mimetischen Begehrens: Einführung 

3. Textanalyse und Interpretation 

4. Textanalyse und Interpretation 

5. Textanalyse und Interpretation 

6. Textanalyse und Interpretation 

7. Textanalyse und Interpretation 

8. Textanalyse und Interpretation 

9. Textanalyse und Interpretation 

10. Textanalyse und Interpretation 

11. Textanalyse und Interpretation 

12. Textanalyse und Interpretation 

13. Textanalyse und Interpretation 

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Textlektüre (Primär- und Sekundärliteratur) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

Kopien werden verteilt 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 682 - 

■PI302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI302／ドイツ文学特殊研究 ８Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literatur und Film 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In diesem Kurs wird das Wechselverhältnis von Literatur und Film anhand von drei Klassikern der Literaturverfilmung analysiert. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Arthur Schnitzlers Traumnovelle, Thomas Manns Tod in Venedig und Max Frischs Homo Faber werden in Hinblick auf das 

Verhältnis von Literatur und Film besprochen.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung: Zum Verhältnis von Literatur und Film 

2. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

3. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

4. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

5. Thomas Mann: Der Tod in Venedig 

6. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

7. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

8. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

9. Arthur Schnitzler: Traumnovelle 

10. Max Frisch: Homo Faber 

11. Max Frisch: Homo Faber 

12. Max Frisch: Homo Faber 

13. Max Frisch: Homo Faber 

14. Zusammenfassung, Ausblick 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Textlektüre, Filmanaylse 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI311／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

古矢 晋一(FURUYA SHINICHI) 

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） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究者・教育者に必要な研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院在籍の院生全員が履修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は事前に概要を告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI312／ドイツ語教育特殊研究 １Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

吉田 治代(YOSHIDA HARUYO) 

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） 
GRL7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究者・教育者として必要な研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が履修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業参加度(30%)/発表(30%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI321／ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Oka Masao in Wien: Ein japanisch-österreichischer Wissenschaftskontakt 

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） 
GRL7842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand deutsch-

japanischer und japanisch-deutscher Übersetzungen, Förderung der aktiven Verwendung der deutschen Wissenschaftssprache 

durch aktive Teilnahme an Diskussionen im Unterricht und Halten eines Kurzreferats in deutscher Sprache 

 

Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to Japanese and 

vice versa; promotion of the active use of German academic language through active participation in in-class discussions and 

the presentation of a short paper in German 

 

授業の内容（Course Contents） 

Oka Masao (1898‒1982) gilt als Begründer der Japanologie an der Universität Wien sowie als einer der Gründerväter der 

japanischen Ethnologie. Von 1929 bis 1935 studierte er Völkerkunde in Wien und promovierte mit einer Arbeit zu den 

„Kulturschichten in Alt-Japan“. Von 1938 bis 1940 wirkte er an der Universität Wien als Leiter des neugegründeten Instituts für 

Japankunde. Nach seiner Rückkehr nach Japan spielte er zunächst eine leitende Rolle in der Gründung des Insituts für 

ethnische Studien (Minzoku Kenkyūjo), das wissenschaftliche Erkenntnisse für die effiziente Verwaltung der japanischen 

Kolonien liefern sollte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bildeten seine Thesen zu Kulturschichten in Alt-Japan dann den 

theoretischen Rahmen für die sogenannte Reitervolk-Hypothese (kiba minzoku setsu) vom kontinentalen Ursprung der 

japanischen Kaiserfamilie. In diesem Kurs werden wir das Werk Okas anhand deutscher und japanischer Forschungsliteratur und 

Primärquellen untersuchen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Hybridität von Okas Forschung, die japanische und 

europäische (insbesondere deutsche) Konzepte kombinierte und dadurch zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangte. 

Auch Okas Einstellung zu Faschismus, Nationalsozialismus und Kolonialismus werden im Kurs diskutiert. 

 

Oka Masao (1898‒1982) is known as both the founder of Japanese Studies at the University of Vienna and one of the founding 

fathers of Japanese ethnology. From 1929 to 1935, he studied ethnology in Vienna and obtained a doctoral degree with his 

dissertation on “Cultural Strata in Ancient Japan”. From 1938 to 1940, he served as director of the newly founded Institute of 

Japanese Studies at the University of Vienna. After his return to Japan, he played a leading role in the founding of the Ethnic 

Research Institute (Minzoku Kenkyūjo), which had the task of providing scientific knowledge relevant for the efficient 

government of Japan’s colonies. After the end of World War II, Oka’s theses about cultural strata in ancient Japan served as 

the theoretical framework for the so-called Horserider Theory (kiba minzoku setsu) of the Japanese imperial family’s 

continental origins. In this course, we will examine Oka’s work based on German and Japanese research literature and primary 

sources. A special focus will be placed on the hybrid nature of Oka’s research, which reached new insights by combining 

Japanese and European (especially German) concepts. Oka’s attitude towards fascism, Nazism, and colonialism will be 

discussed as well. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Organisatorische und thematische Einführung 

2. 1. Übersetzung 

3. 2. Übersetzung 

4. 3. Übersetzung 

5. 4. Übersetzung 

6. 5. Übersetzung 
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7. 6. Übersetzung 

8. 7. Übersetzung 

9. 8. Übersetzung 

10. 9. Übersetzung 

11. 10. Übersetzung 

12. 11. Übersetzung 

13. 12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). Darüber hinaus ist im 

Laufe des Semesters ein Kurzreferat zu einem frei gewählten Thema, das in Zusammenhang mit dem übergeordneten Thema 

des Kurses steht, in deutscher Sprache vorzubereiten und zu halten. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Abgegebene Übersetzungen(40%)/Kurzreferat(30%)/Mitarbeit im Unterricht(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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■PI322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI322／ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Murakami Haruki als Autor von "Weltliteratur" in Deutschland 

【変更前】Der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur(2021.6.17 変更) 

担当者名 

（Instructor） 

ドゥッペル(DUPPEL-T. MECHTHILD)  

【変更前】ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) (2021.6.17 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） 
GRL7842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Durch die Vorbereitung des Unterrichtsmaterials und die Diskussion darüber in der Veranstaltung soll gelernt werden, 

literaturwissenschaftliche und literarische Texte zu lesen und seine Meinung darüber zu äußern. Mit dem Kurzreferat wird 

geübt, ein Thema zu recherchieren und zu präsentieren. 

 

【変更前】Erwerbung schriftlicher Fertigkeiten im akademischen Schreiben sowie Vertiefung des Textverständnisses anhand 

deutsch-japanischerund japanisch-deutscher Übersetzungen, Förderung der aktiven Verwendung der deutschen 

Wissenschaftssprache durch aktive Teilnahmean Diskussionen im Unterricht und Halten eines Kurzreferats in deutscher 

Sprache 

 

Through the preparation of the course material and the discussion of it in the course, participants should learn to read literary 

texts and to express their opinion about the content in German. The short presentation is used to practise researching and 

presenting a topic. 

 

【変更前】Acquiring skills in academic writing and deepening text comprehension by practising translations from German to 

Japanese and vice versa;promotion of the active use of German academic language through active participation in in-class 

discussions and the presentation of ashort paper in German 

 

授業の内容（Course Contents） 

Murakami Haruki ist der wohl weltweit am meisten beachtete japanische Gegenwartsautor. Auch in Deutschland sind seine 

Werke Bestseller und werden nicht mehr als “japanische Literatur", sondern als "Murakami-Literatur" wahrgenommen. Was sind 

ihre Kennzeichen - und ist Murakami-Literatur Weltliteratur? Welche Stellung nimmt Murakami Haruki als Autor in Deutschland 

ein? 

In der Veranstaltung werden zunächst Konzepte von Weltliteratur und Nationalliteratur sowie die historische Aufnahme 

japanischer Literatur in Deutschland thematisiert, gefolgt von der Untersuchung des Erfolgswegs Murakamis auf dem 

deutschsprachigen Buchmarkt. Im Mittelpunkt sollen dabei Rezensionen zu Murakami im Feuilleton stehen und die 

Übersetzungen seiner Werke selbst. 

 

【変更前】Die historische Aufarbeitung der Nazi-Zeit und des Holocaust im gegenwärtigen Deutschland wird international häufig 

als vorbildlich gelobt.Insbesondere in Japan wird die deutsche Auseinandersetzung mit der eigenen Kriegsverantwortung oft der 

angeblichenGeschichtsvergessenheit der japanischen Gesellschaft gegenübergestellt. In diesem Kurs werden wir aus der 

Perspektive derkulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung die historische Entwicklung des öffentlichen Holocaust-

Gedenkens in Deutschlandnachzeichnen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Historikerstreit von 1986/87 sowie 

auf gegenwärtigen Forderungen derrechtspopulistischen politischen Partei „Alternative für Deutschland“ (AFD) nach einer 

„erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“. 

 

Murakami Haruki is probably the most acclaimed contemporary Japanese author worldwide. In Germany, too, his works are 

bestsellers and are no longer perceived as "Japanese literature" but as "Murakami literature". What are its characteristics - 

and is it world literature? 

The course will first discuss concepts of world literature and national literature as well as the historical reception of Japanese 

literature in Germany, followed by an examination of Murakami`s path to success on the German-language book market. The 

focus will be on reviews in the feuilleton and the translations of Murakami Haruki`s works themselves. 

 

【変更前】Germany’s treatment of the Nazi period and the Holocaust is often praised as exemplary. Especially in Japan, 
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Germany’s coming to termswith its war responsibility is often contrasted with Japanese society’s alleged unwillingness to 

assume responsibility for wartimeatrocities. In this course, we will trace the historical development of public Holocaust memory 

in Germany from the perspective ofcultural memory studies. Special focus will be placed on the Historikersteit (historians’ 

dispute) of 1986/87 and on recent demands bythe right-wing populist political party “Alternative for Germany” (AFD) for a “180 

degree turn of memory politics” in Germany. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung 

【変更前】Organisatorische und thematische Einführung 

2. Definitionen 1 

Was ist "Weltliteratur"? 

【変更前】1. Übersetzung 

3. Definitionen 2 

Was ist "Nationalliteratur"? 

【変更前】2. Übersetzung 

4. Zur Geschichte der Übersetzung japanischer Literatur in Deutschland 

【変更前】3. Übersetzung 

5. Deutsche Übersetzungen von Murakamis Werken bis zum Jahr 2000 

【変更前】4. Übersetzung 

6. Das »Literarische Quartett« 

【変更前】5. Übersetzung 

7. Zur Rezeption von Murakami Haruki im deutschsprachigen Feuilleton (1) 

【変更前】6. Übersetzung 

8. Zur Rezeption von Murakami Haruki im deutschsprachigen Feuilleton (2) 

【変更前】7. Übersetzung 

9. »Murakami« in Deutschland heute 

【変更前】8. Übersetzung 

10. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (1) 

【変更前】9. Übersetzung 

11. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (2) 

【変更前】10. Übersetzung 

12. Lektüre von Übersetzungen Murakamis (3) 

【変更前】11. Übersetzung 

13. Murakami Haruki und die Weltliteratur 

【変更前】12. Übersetzung 

14. Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

【変更前】Zusammenfassung und abschließende Diskussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Lesen von Unterrichtsmaterialien wie Übersetzungen und Zeitungsartikeln (ca. 2 Seiten pro Woche); 

Vorbereitung eines ca. 15-minütigen Kurzreferats 

 

【変更前】Kursteilnehmer/innen müssen die Übersetzung der Texte zu Hause vorbereiten (ca. 1 Seite pro Woche). Darüber 

hinaus ist im Laufe desSemesters ein Kurzreferat zu einem frei gewählten Thema, das in Zusammenhang mit dem 

übergeordneten Thema des Kurses steht, indeutscher Sprache vorzubereiten und zu halten. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Mitarbeit im Unterricht(60%)/Kurzreferat(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。<BR>【変更前】平常点(In-class Points) 100％ (Abgegebene 

Übersetzungen (40%) 、Kurzreferat (30%) 、Mitarbeit imUnterricht (30%))(2021.6.17 変更) 

 

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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■PJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 693 - 

■PJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 694 - 

■PJ106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 695 - 

■PJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 696 - 

■PJ151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 697 - 

■PJ153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 698 - 

■PJ154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 699 - 

■PJ155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 700 - 

■PJ156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 701 - 

■PJ158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 702 - 

■PJ201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 704 - 

■PJ204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 708 - 

■PJ251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 709 - 

■PJ253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 710 - 

■PJ254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 711 - 

■PJ255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡名喜 庸哲(TONAKI YOTETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 712 - 

■PJ256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 713 - 

■PJ258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ301／比較文明学特殊研究 １ 

(Research on Comparative Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を理解し、発展させる。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等） 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 
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 隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ302／比較文明学特殊研究 ２ 

(Research on Comparative Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批判論 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文明学の独創的研究を進める。研究交流の場を提供する。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に

厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に，ハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等

で通用する実践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に，所定の分量（4,000 字程度）の文章化した原稿を配付物とすること。

議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。こうした活動により、自他の研究に対してその独創性を厳正に判断できるような

基準と視点を体得できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 研究交流会（第２回-1） 

4. 研究交流会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の報告準備が当然必要。そのほかは適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり、「全体授業」と位置付けられている。単位修得とは無関係に出席が推奨され

る。 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ303／比較文明学特殊研究 ３ 

(Research on Comparative Civilizations 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Mary Louise Prattの"Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation" (2nd edition) 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メアリー・ルイーズ・プラットの"Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation"を読む 

 

授業の内容（Course Contents） 

1992 年に出されたプラットの『帝国の眼差し』は、邦訳はないものの、西洋世界と非西洋世界の知的・文化的・歴史的な接触の力

学を、"contact zone"や"autoethnography"といった概念を用いて明らかにしたテクストとして衝撃をもって迎えられた。本授業で

は、2008 年に出された第 2 版を読み進めながら、旅行記や風俗描写、科学的調査など、一見したところ植民地主義とは異なる言

説領域が植民地主義的言説にどのように関わったかを考える。同時に、植民地化された地域の側からのリスポンスについても考

察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス 

2. 報告とディスカッション 1 

3. 報告とディスカッション 2 

4. 報告とディスカッション 3 

5. 報告とディスカッション 4 

6. 報告とディスカッション 5 

7. 報告とディスカッション 6 

8. 報告とディスカッション 7 

9. 報告とディスカッション 8 

10. 報告とディスカッション 9 

11. 報告とディスカッション 10 

12. 報告とディスカッション 11 

13. 報告とディスカッション 12 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は事前にテクストの指定された範囲を読み、レジュメを作成のこと。それ以外の参加者も当然事前に熟読しておくことが前

提。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加度(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ304／比較文明学特殊研究 ４ 

(Research on Comparative Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国思想文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
小島 毅(KOJIMA 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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

漢文訓読法を用いて中国哲学の資料を精密に読解できるようになることを目標とする。前期課程で修得した知識を一層深め、あ

わせて比較文明論的な研究を遂行する上で必要な中国哲学の基本的語彙について学び、それらを活用する能力を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

真徳秀『大学衍義』を講読する。同書は朱子学の立場から人倫について解説している。この中から数段を選び出して講読すること

によって、中国哲学における基礎概念についてまなぶ。講読では江戸時代の和刻本をテキストとして用いることで、現在の標準

的な訓点とは異なる当時の訓点の付け方も学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の趣旨と概要説明 

2. 中国思想史・文化史の概観 

3. 朱子学について 

4. 講読と討論（１） 

5. 講読と討論（２） 

6. 講読と討論（３） 

7. 講読と討論（４） 

8. 講読と討論（５） 

9. 講読と討論（６） 

10. 講読と討論（７） 

11. 講読と討論（８） 

12. 講読と討論（９） 

13. 朱子学の人間本性論について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト講読箇所の予習は全員必須。授業で教示した諸事項について参考文献・サイトを調べることで復習することにより知識と

して定着させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業における発言の積極性と内容(25%)/予習・復習などの自修状況(25%) 

全ての評価方法において高度な達成水準を要求する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 真徳秀、1787、『大学衍義』、皇都書林 

テキストは講読対象箇所を授業においてプリントもしくは電子データ（PDF）で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田虔次、1978、『大学・中庸』、朝日新聞社 

2. 土田健次郎、2013-2015、『論語集注』、平凡社 (ISBN:9784582808414) 

3. 小島毅、2013、『朱子学と陽明学』、筑摩書房 (ISBN:9784480095695) 

4. 小島毅、2021、『中国思想と宗教の奔流』、講談社 (ISBN:9784065221433) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ307／比較文明学特殊研究 ７ 

(Research on Comparative Civilizations 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語詩論 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語による詩をめぐって、言語表現についての理解を深め、各自の課題を探求する。詩と散文、韻文と散文の関係などを考

え、日本語表現の可能性を考える。 

なお、前期課程よりも高度な知識、技術を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に詩に関する講義と、履修者による発表および討議を中心とする。詩作品と詩論を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(ガイダンスなど)。 

2. 近代以降の日本語詩(明治期から大正期)についての概論１＝講義。(資料は配布する。) 

3. 近代以降の日本語詩(大正期から戦時中)についての概論２＝講義。(資料は配布する。) 

4. 近代以降の日本語詩(戦後から現在)についての概論３＝講義。(資料は配布する。) 

5. 履修者による発表と討議１。 

6. 履修者による発表と討議２。 

7. 履修者による発表と討議３。 

8. 履修者による発表と討議４。 

9. 履修者による発表と討議５。 

10. 履修者による発表と討議６。 

11. 履修者による発表と討議７。 

12. これまでの内容をふまえての講義１。 

13. これまでの内容をふまえての講義２。 

14. まとめ。【レポート提出。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の関心に基づく内容で発表をおこなうため、授業時間外に内容とレジュメ等の準備をする必要がある。授業前、授業後など

に、資料や書籍に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%)/課題の発表等(40%) 

全ての評価方法において前期課程より高度な達成基準を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 荒川洋治、2012、『詩とことば』、岩波書店 

資料は必要に応じて配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 720 - 

■PJ308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ308／比較文明学特殊研究 ８ 

(Research on Comparative Civilizations 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代哲学の表現論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平岡 紘(HIRAOKA 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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・「表現」をめぐる哲学の基礎的概念・理論を理解する。 

・哲学やその隣接領域（文学や文芸時評など）のテクストを読解するための方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

表現とは何か。何か（例えば語や絵画）が何かを表現するとはどういうことなのか。表現によって何が表現されるのか。こうした問

いをめぐって現代哲学は様々な観点から奥深い考察を展開してきたが、これらは、文学や文芸批評等、哲学の隣接領域におい

ても重要な問題である。 

この授業では、表現について考える上で重要な参照項となるメルロ＝ポンティの論考「間接的言語と沈黙の声」を精読する。それ

を通じて、表現とは何かを哲学的に考察するとともに、哲学およびその隣接領域のテクストを読解する方法を習得することを目指

す。 

フランス語原典を読むか邦訳を読むかについては、参加者のフランス語力を考慮して決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献購読 

3. 文献購読 

4. 文献購読 

5. 文献購読 

6. 文献購読 

7. 文献購読 

8. 文献購読 

9. 文献購読 

10. 文献購読 

11. 文献購読 

12. 文献購読 

13. 文献購読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修者はテクストの毎回の講読箇所をあらかじめ丁寧に読んでおくこと。 

講読担当者はその箇所についてレジュメを作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(100%) 

講読を一回以上担当することを単位認定の要件とする。すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求す

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モーリス・メルロ＝ポンティ（廣瀬浩司編訳）、2020、『精選 シーニュ』、筑摩書房 (ISBN:4480510028) 

2. Maurice Merleau-Ponty. 2001. Signes. Gallimard (ISBN:9782070417407) 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■PJ309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ309／比較文明学特殊研究 ９ 

(Research on Comparative Civilizations 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポストコロニアリズムの代表的著作を読む 

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） 
COC7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポスト・コロニアリズムの思想について考察を深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト・コロニアリズムの代表的思想家であるホミ・Ｋ・バーバの著作『文化の場所 ポストコロニアリズムの位相』を、担当者を決

めて読み進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序章 文化の場所 

2. 第一章 理論へのこだわり 

3. 第二章 アイデンティティを問う 

4. 第三章 他者の問題 

5. 第四章 擬態と人間について 

6. 第五章 ずらされた礼節 こずるい市民たち 

7. 第六章 まじないになった記号 

8. 第七章 古層の表現 

9. 第八章 国民の散種 

10. 第九章 ポストコロニアルとポストモダン 

11. 第十章 パンのみにて 

12. 第十一章 新しさはいかに世界に登場するか 

13. 第十二章 結論 

14. まとめと、『ナラティヴの権利』へ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとして『文化の場所』を指定しますので、これを読んで、周辺情報にもよく目配りしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(100%) 

すべての評価方法において、前期課程よりも高度な達成水準を要求する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ホミ・Ｋ・バーバ、2005、『文化の場所』、法政大学出版局 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


